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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、「Oracle E-Business Suite」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。

・ 「Oracle E-Business Suite」との連携の全体像を把握したい方

・ 「Oracle E-Business Suite」との連携を検討する方

・ 「Oracle E-Business Suite」と連携するための導入手順を知りたい方

・ 「Oracle E-Business Suite」のコンカレントプログラムを「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。

・ 「Oracle E-Business Suite」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、「Oracle E-Business Suite」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(Oracle E-Business
Suite ジョブ連携機能)

Oracle E-Business Suite ジョブ連

携 または EBS ジョブ連携

Oracle E-Business Suite Oracle EBS

 
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

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

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

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

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

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V(TM)
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－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-Based Systems

・ 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

・ 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、および Windows Server 2003 STD/Windows Server 2003 DTC/Windows Server 2003 EE 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。

・ 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。
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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。

Oracle は、米国 ORACLE Corporation の登録商標です。

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。

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。

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

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。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
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第 1 章 概要

本章では、「Oracle E-Business Suite ジョブ連携」の概要について説明します。

1.1 「Oracle E-Business Suite ジョブ連携」とは何か

「Oracle E-Business Suite ジョブ連携」は、「Systemwalker Operation Manager」*1 から「Oracle E-Business Suite」*2 のコンカレントプロ

グラム*3 を監視・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。

*1 Systemwalker Operation Manager

「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。

*2 Oracle E-Business Suite

「Oracle E-Business Suite」とは、Oracle Corporation が開発した、業務用の統合アプリケーションです。「Oracle E-Business Suite」
は、会計、人事、受発注、生産管理、需要予測、マーケティング、コール・センター、E コマースなどの業務を支援します。本書で

は、「Oracle E-Business Suite」を「Oracle EBS」と表記します。

*3 コンカレントプログラム

「Oracle EBS」が提供する ERP、SCM、CRM といった各種サービスを、バックエンドで継続的に処理するためのプログラムです。

「Oracle EBS」内におけるバッチジョブといえます。

なお、本書では「Oracle E-Business Suite ジョブ連携」を「EBS ジョブ連携」と表記します。

1.2 導入のメリット

「EBS ジョブ連携」を導入すると、「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、「Oracle EBS」
のコンカレントプログラムに対しても使えるようになります。

本節では、「EBS ジョブ連携」を導入したときのメリットについて説明します。

1.2.1 さまざまな条件でコンカレントプログラムを自動起動

「EBS ジョブ連携」を導入すると、「Oracle EBS」のコンカレントプログラム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

かなコンカレントプログラム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

・ 先に起動した複数のコンカレントプログラムがすべて終了したときに起動

・ 先に起動したコンカレントプログラムの終了条件により次のコンカレントプログラムを選択して起動

・ 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

さまざまな条件でコンカレントプログラム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コンカレントプログラムを起動し、在庫が一定以下なら発注用のコンカレントプログラムを起動する。

・ 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。
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1.2.2 一般のジョブとの一元管理と可視化

「EBS ジョブ連携」を導入すると、「Oracle EBS」のコンカレントプログラムとそれ以外の一般のジョブを、「Systemwalker Operation
Manager」からまとめて管理することができます。このため、コンカレントプログラムと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「Oracle EBS」のコンカレントプログラムや一般のジョブを、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。

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムを含む、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。

 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。

・ コンカレントプログラムが異常終了したときに、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 コンカレントプログラムに対するきめ細かな操作

「EBS ジョブ連携」を導入すると、「Oracle EBS」のコンカレントプログラムに対してきめ細かな操作を行うことができます。行える操作は、

強制終了、再起動、停止、停止解除、無効および無効解除です。

これにより、システムの状態に応じたコンカレントプログラム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。

・ 動作のおかしいコンカレントプログラムを強制終了させ、入力データを修正後、再起動する。

・ 実行待ちのコンカレントプログラムを停止し、緊急のコンカレントプログラムを実行する。

1.2.4 コンカレントプログラムの実績管理

「EBS ジョブ連携」を導入すると、「Oracle EBS」のコンカレントプログラムの稼働実績を 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

コンカレントプログラムや、処理に時間がかかりすぎているコンカレントプログラムがないか、監視することもできます。

これらの稼働情報はシステム負荷の分散化などを検討するのに利用することができます。コンカレントプログラムの稼働情報を分析す

ることで、コンカレントプログラム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。

・ コンカレントプログラム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コンカレントプログラムを再配分する。

・ 同時に実行されているコンカレントプログラム数を分析し、同時に実行するコンカレントプログラム数の制限値の見直しを行う。

1.3 動作環境

EBS ジョブ連携が動作する環境について説明します。

 
Oracle EBS のバージョンレベル

EBS ジョブ連携と連携可能な Oracle EBS のバージョンレベルは以下のとおりです。
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・ Oracle E-Business Suite 11i

 
EBS ジョブ連携の動作 OS

EBS ジョブ連携が動作する OS 種別は以下のとおりです。

・ 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)

 
Systemwalker Operation Manager のバージョンレベル

EBS 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。

・ Solaris 版 Systemwalker OperationMGR 10.1 以降

・ Linux 版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0 ～ V13.2.0

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、EBS 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

「EBS 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 ジョブの種類

Systemwalker Operation Manager からコンカレントプログラムを制御するのに必要なジョブは以下です。

・ コンカレントプログラム制御ジョブ

「EBS ジョブ連携」が提供する cjexec コマンドを登録したスケジュールジョブのことで、コンカレントプログラムの実行を「Oracle
EBS」に依頼するジョブのことです。

このジョブをジョブネット内に登録することで、自動起動できるようになります。

2.2 システム構成

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムを「Systemwalker Operation Manager」を使って監視・操作・スケジュールする場合について、そ

のシステム構成と使用するソフトウェアを以下に示します。

*1 Systemwalker Operation Manager クライアント

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムを監視・操作するのに使用します。

*2 Systemwalker Operation Manager サーバ(スケジュールサーバ)

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムのスケジュールの制御に使用します。

*3 Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サーバ)

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムの起動制御に使用します。「Oracle EBS」の「コンカレントプロセシングサーバ」と同じマシン

に導入します。

*4 EBS ジョブ連携

「Oracle EBS」のコンカレントプログラムをスケジューリングしたり、監視・操作するための機能を「Systemwalker Operation Manager」
に追加します。「Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サーバ)」と同じマシンに導入します。

*5 Oracle EBS

コンカレントプログラムの実行環境です。5 つのサーバ機能で構成されます。その内訳は、「データベースサーバ」、「フォームズサー

バ」、「アドミニストレーションサーバ」、「コンカレントプロセシングサーバ」、「ウェブサーバ」です。

 参考

ジョブスケジュール機能の導入先について

上の図の「Systemwalker Operation Manager サーバ(スケジュールサーバ)」は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サー

バ)」と同じサーバに導入することもできます。同じサーバに導入するかしないかは以下を基準に判断するとよいでしょう。

・ コンカレントプログラムだけをスケジュールする場合

同じサーバに導入する。

・ 一般のジョブもスケジュールする場合
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同じサーバに導入しない。

2.3 コンカレントプログラムが起動されるまでの流れ

「コンカレントプログラム制御ジョブ」が起動されてから、コンカレントプログラムが起動されるまでの流れは以下のとおりです。

1. 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の起動

登録されているスケジュールに従って、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が起動されます。

この処理は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(スケジュールサーバ)」によって行われます。

2. 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の転送または実行依頼

「コンカレントプログラム制御ジョブ」に設定されている情報に従って、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が転送または実行依頼

されます。転送または実行依頼先は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サーバ)」です。

この処理は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(スケジュールサーバ)」によって行われます。

3. 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行

「コンカレントプログラム制御ジョブ」に設定されている情報に従って、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が実行されます。

この処理は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サーバ)」によって行われます。

4. コンカレントプログラムの実行依頼

「コンカレントプログラム制御ジョブ」のパラメタである「制御ファイル」の情報に従って、コンカレントプログラムの実行を「Oracle
EBS」に依頼します。

この処理は、「EBS ジョブ連携」によって行われます。

5. コンカレントプログラムの実行

コンカレントプログラムが実行されます。

この処理は、「Oracle EBS」によって行われます。

コンカレントプログラムの実行状態や実行結果は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」に反映されます。従って、コンカレントプログラム

の実行状態や実行結果は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行状態や実行結果として監視します。

コンカレントプログラムに対する一時停止や強制終了などの操作も、「コンカレントプログラム制御ジョブ」に対して行います。
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第 3 章 「EBS ジョブ連携」を導入する

本章では、「EBS ジョブ連携」の導入作業について説明します。

3.1 「EBS ジョブ連携」のインストール

「EBS ジョブ連携」は、「Systemwalker Operation Manager サーバ(実行サーバ)」と同じマシンに導入します。

「EBS ジョブ連携」と「Oracle E-Business Suite」は異なるマシンでも導入できます。

インストール環境やインストール手順については、「インストールガイド Systemwalker for ERP パッケージ ジョブ連携」を参照してくださ

い。

 
旧製品が導入されている場合

旧製品である「SystemWalker for Oracle E-Business Suite ジョブ連携 10.0」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「EBS ジョブ連携」をインストールするには、旧製品のアンインストールが必要です。

旧製品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。

システム環境を引き継ぎたい場合、旧製品の「システム環境設定ファイル」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

をアンインストールする前に、「システム環境設定ファイル」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。

1. システム環境設定ファイルを退避します。

# cd /opt/FJSVorcj/etc  <Return>
# cp -p cjconf.ini 退避ディレクトリ  <Return>

2. 旧製品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. システム環境設定ファイルを復元します。

# cp -p 退避ディレクトリ/cjconf.ini /opt/FJSVorcj/etc <Return>

 
非互換項目

旧製品である「SystemWalker for Oracle E-Business Suite ジョブ連携 10.0」と、本製品「Systemwalker for ERP パッケージ ジョブ連携」

の「EBS ジョブ連携」との非互換項目は、以下のとおりです。

メッセージについての非互換項目

・ syslog に出力するメッセージ本文の「SystemWalker」の文字列が、「Systemwalker」に変更されました。

[対処方法]

ユーザアプリケーションなどでメッセージ本文を利用している場合は、「SystemWalker」の文字列を、「Systemwalker」に変更してく

ださい。

3.2 「システム環境設定ファイル」の作成

「EBS ジョブ連携」のインストールが完了したら、次に「EBS ジョブ連携」の「システム環境設定ファイル」を作成します。旧製品の環境を

引き継いた場合は、この作業は必要ありません。

「システム環境設定ファイル」はエディタを使って作成します。作成に必要な情報を以下に示します。

 
「システム環境設定ファイル」の例

「システム環境設定ファイル」の例を以下に示します。
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ENVFILE=/d01/oracle/prodappl/APPSORA.env --- 1

APPS_NAME=APPS                           --- 2

CJGRP=cjgrp                              --- 3

LANGUAGE=Japanese                        --- 4

TERRITORY=Japan                          --- 5

DEBUG_MODE=on                            --- 6

LOG_SIZE=1024                            --- 7

N_LOG=2                                  --- 8

ERROR_LOG_SIZE=1024                      --- 9

N_ERROR_LOG=2                            --- 10

DEBUG_LOG_SIZE=1024                      --- 11

N_DEBUG_LOG=2                            --- 12

備考

右端の番号は、後述の「記述項目」の項番に対応しています。

 
記述項目

「システム環境設定ファイル」には以下のパラメタを記述します。

項番 パラメタ名 パラメタに指定する値 省略

1 ENVFILE 「Oracle EBS」の環境変数設定ファイルをフルパスで指定

します。このファイルは、「EBS ジョブ連携」が動作するとき

に参照します 1000 バイト以内の文字列を指定します。

不可

2 APPS_NAME Oracle データベースにアクセスするためのユーザアカウン

トを指定します。明に変更していなければ、「Oracle EBS」
のインストール時に作成された「APPS」を指定します。

不可

3 CJGRP 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の起動を許可するグ

ループを指定します。

ここで指定したグループは、3.4 「コンカレントプログラム制

御ジョブ」の起動権限の付与で OS のグループとして登録

してください。

不可

4 LANGUAGE 「Japanese」または「American」を指定します。省略すると

「ENVFILE」パラメタ(項番 1)で指定した「Oracle EBS」の
環境変数設定ファイルの「NLS_LANG」パラメタに設定さ

れている言語がとられます。

ここで指定した言語は、コンカレントプログラムの前回履歴

(注 1)の表示に影響します。

可

5 TERRITORY 「Japan」または「America」を指定します。

「LANGUAGE」パラメタ(項番 4)の指定に対応させてくだ

さい。省略すると「ENVFILE」パラメタ(項番 1)で指定した

「Oracle EBS」の環境変数設定ファイルの「NLS_LANG」

パラメタに設定されている地域がとられます。

可

6 DEBUG_MODE 「on」または「off」を指定します。省略値は「off」です。

「on」を指定すると、デバッグログが採取されます。通常は、

本パラメタを指定する必要はありません。富士通 SE から

依頼があったときだけ使用してください。

可

7 LOG_SIZE 一般ログのサイズ(Kbyte)を 1 から 1048576 までで指定し

ます。省略値は「1024」です。一般ログは、「/opt/FJSVorcj/
var/cjexec.log」に採取されます。

可

8 N_LOG 一般ログファイルの保存数を 1 から 100 までで指定しま

す。省略値は「10」です。

保存されるファイルの名前は、「/opt/FJSVorcj/var/
cjexec.n」(注 2)です。

可
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項番 パラメタ名 パラメタに指定する値 省略

9 ERROR_LOG_S
IZE

エラーログのサイズ(Kbyte)を 1 から 1048576 までで指定

します。省略値は「1024」です。

エラーログは、「/opt/FJSVorcj/var/error.log」に採取されま

す。

可

10 N_ERROR_LOG エラーログファイルの保存数を 1 から 100 までで指定しま

す。省略値は「10」です。

保存されるファイルの名前は、「/opt/FJSVorcj/var/error.n」
(注 2)です。

可

11 DEBUG_LOG_S
IZE

デバッグログのサイズ(Kbyte)を 1 から 1048576 までで指

定します。省略値は「1024」です。

デバッグログは、「/opt/FJSVorcj/var/debug.log」に採取さ

れます。

可

12 N_DEBUG_LO
G

デバッグログファイルの保存数を 1 から 100 までで指定し

ます。省略値は「10」です。

保存されるファイルの名前は、「/opt/FJSVorcj/var/
debug.n」(注 2)です。

可

備考

「項番」は、前述の“「システム環境設定ファイル」の例”の右端の番号に対応しています。

注 1)

「前回履歴」は、Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能の画面です。

注 2)

ログファイル(項番 8,10,12)中の「n」は、1 から 99 までの数字です。数字が小さいほど新しいファイルになります。

 
作成権限

システム管理者の権限で作成します。

 
作成場所

作成先のシステムは、「EBS ジョブ連携」をインストールしたシステムです。

作成先のディレクトリは、「/opt/FJSVorcj/etc」です。

 
ファイル名

作成するファイルの名前は「cjconf.ini」です。

 
作成数

1 つだけ作成します。

 
構文規則

「システム環境設定ファイル」は以下の規則に従って記述します。

・ 「パラメタ名=値」の形式で指定します。

・ 1 項目につき、1 行で記述します。

・ 行頭に“*”がある場合、その行はコメントとみなされます。

・ 値に空白を入れる場合、値全体をダブルクォート(")で空白を囲みます。

・ 値にダブルクォートを入れる場合、エスケープシーケンス(¥")として記述します。

・ パラメタの記述順序は任意です。
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・ 同じパラメタを記述した場合、後の記述が有効になります。

3.3 「Oracle DB 接続ユーザ」の登録

「コンカレントプログラム制御ジョブ」は、コンカレントプログラムの実行を「Oracle EBS」に依頼するときに Oracle データベースに接続し

ます。ここでは、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が Oracle データベースに接続するときに使用するユーザ*1 を登録します。

*1 本書では、このユーザのことを「Oracle DB 接続ユーザ」と表記します。

「Oracle DB 接続ユーザ」を登録するときに必要な情報を以下に示します。

 
オペレーションの例

「Oracle DB 接続ユーザ」を登録するときのオペレーションの例を以下に示します。

# cjusradd APPS

# cjpasswd APPS

new oracle password:#######(注)

Retype oracle password:#######(注)

注)

入力したパスワード（#######の部分）は実際には表示されません。

 
使用するコマンド

cjusradd

「Oracle DB 接続ユーザ」を「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベースに登録するコマンドです。詳細は、「6.1.1
cjusradd(1M)」を参照してください。

cjpasswd

「Oracle DB 接続ユーザ」のパスワードを「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベースに登録するコマンドです。詳細は、

「6.1.3 cjpasswd(1M)」を参照してください。

 
コマンドに指定するユーザとパスワード

ユーザ

Oracle データベースにアクセスするためのユーザアカウントを指定します。明に変更していなければ、「Oracle EBS」のインストール

時に作成された「APPS」を指定します。

パスワード

上記のユーザアカウントに設定されているパスワードを指定します。

 
登録権限

システム管理者の権限で登録します。

 
登録場所

「EBS ジョブ連携」をインストールしたシステムで登録します。

3.4 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の起動権限の付与

「コンカレントプログラム制御ジョブ」は、登録先のプロジェクトの所有者によって起動されます。このときのプロジェクトの所有者は以下

のいずれかである必要があります。

・ 「システム環境設定ファイル」の「CJGRP」パラメタに指定したグループに所属するユーザ

・ システム管理者

プロジェクトの所有者を「システム環境設定ファイル」の「CJGRP」パラメタに指定したグループに所属させるときに必要な情報を以下に

示します。
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オペレーションの例

プロジェクトの所有者を「システム環境設定ファイル」の「CJGRP」パラメタに指定したグループに所属させるときのオペレーションの例を

以下に示します。

# groupadd cjgrp

# useradd -g cjgrp cjusr01

# passwd cjusr01

New password: #######(注)

Re-enter new password: #######(注)

注) 入力したパスワード（#######の部分）は実際には表示されません。

備考. Solaris 版の表示例です。

 
使用するコマンド

groupadd

グループをシステムに登録する OS のコマンドです。

useradd

ユーザをシステムに登録する OS のコマンドです。

passwd

ユーザのパスワードを登録または変更する OS のコマンドです。

NIS、NIS+等を使用している場合は、使用するコマンドが異なります。詳細は、OS のマニュアルを参照してください。

 
登録対象のグループとユーザ

グループ

「システム環境設定ファイル」の「CJGRP」パラメタに指定したグループを登録します。

ユーザ

「コンカレントプログラム制御ジョブ」の登録先であるプロジェクトの所有者を登録します。

 
登録権限

システム管理者の権限で登録します。

 
登録場所

「EBS ジョブ連携」をインストールしたシステムで登録します。
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第 4 章 業務を構築する

本章では、「EBS ジョブ連携」を導入したシステムにおける業務の構築について説明します。

4.1 「制御ファイル」の作成

業務構築の最初の作業として、「コンカレントプログラム制御ジョブ」のパラメタの 1 つである「制御ファイル」を作成します。「コンカレン

トプログラム制御ジョブ」については、“2.1 ジョブの種類”を参照してください。

「制御ファイル」はエディタを使って作成します。作成に必要な情報を以下に示します。

 
「制御ファイル」の例

「制御ファイル」の例を以下に示します。

PROG_NAME=FNDSCRUR                  --- 1

RESP_NAME="システム管理者"          --- 2

RESP_APPL_NAME=SYSADMIN             --- 3

USER_NAME=SYSADMIN                  --- 4

PROG_APPL_NAME=FND                  --- 5

PROG_DESCRIPTION=FNDSCRUR           --- 6

TERRITORY=Japan                     --- 7

LANGUAGE=Japanese                   --- 8

PARAM1="Application Object Library" --- 9

PARAM2="アプリケーション開発者"

備考

右端の番号は、後述の「記述項目」項番に対応しています。

注意

制御ファイル内に日本語を入力する場合は、文字コードを Oracle DB の文字コードと合わせてください。

 
記述項目

「制御ファイル」には以下のパラメタを記述します。なお、パラメタに指定する値は、「Oracle EBS」が規定する情報です。詳細は、「Oracle
EBS」のドキュメントを参照してください。

項番 パラメタ名 パラメタに指定する値 省略

1 PROG_NAME 起動するコンカレントプログラムを短縮名で指定し

ます。

不可

2 RESP_NAME 「PROG_NAME」パラメタ(項番 1)で指定したコン

カレントプログラムの起動権限が割り当てられてい

る職責を指定します。

不可

3 RESP_APPL_NAM
E

「RESP_NAME」パラメタ(項番 2)で指定した職責

の登録先であるアプリケーションを短縮名で指定

します。

不可

4 USER_NAME 「RESP_NAME」パラメタ(項番 2)で指定した職責

に所属しているユーザーを指定します。

不可

5 PROG_APPL_NAM
E

「PROG_NAME」パラメタ(項番 1)で指定したコン

カレントプログラムの登録先であるアプリケーション

を短縮名で指定します。

不可

6 PROG_DESCRIPTI
ON

「PROG_NAME」パラメタ(項番 1)で指定したコン

カレントプログラムに関する説明を 240 バイト以内

の任意の文字列で記述します。

可

7 TERRITORY 「Japan」または「America」を指定します。

「LANGUAGE」パラメタ(項番 8)の指定に対応させ

可

- 11 -



項番 パラメタ名 パラメタに指定する値 省略

てください。省略すると「システム環境設定ファイ

ル」の「TERRITORY」パラメタに指定した値がとら

れます。

8 LANGUAGE 「Japanese」または「American」を指定します。省略

すると「システム環境設定ファイル」の

「LANGUAGE」パラメタで指定した値がとられま

す。

ここで指定した言語は、前回履歴(注 1)に表示され

る実行ログの表示形式に影響します。

可

9 PARAMn(注 2) 「PROG_NAME」パラメタ(項番 1)で指定したコン

カレントプログラムに渡すパラメタを指定します。渡

すパラメタはコンカレントプログラムによって異なり

ます。240 バイト以内の文字列を指定します。

可

備考

「項番」は、前述の“「制御ファイル」の例”の右端の番号に対応しています。

注 1)

「前回履歴」は、Systemwalker Operation Manager のジョブスケジューラ機能の画面です。

注 2)

「PARAMn」パラメタ(項番 9)の「n」は 1 から 100 までの任意の数字です。

記述した「PARAMn」パラメタの n が連番でない場合、記述しなかった「PARAMn」パラメタには空の値が指定されたとみなされま

す。

ただし、記述した「PARAMn」パラメタの n の最大値よりも大きな数字をもつパラメタについては、パラメタ自体が記述されていない

とみなされます。

 
作成権限

特別な権限は不要です。一般ユーザ(業務を構築する人)が作成してください。

 
作成場所

作成先のシステムは、以下のいずれかです。

・ 「EBS ジョブ連携」をインストールしたシステム

・ 「Systemwalker Operation Manager(スケジュールサーバ)」をインストールしたシステム

作成先のディレクトリは任意です。

 
ファイル名

作成するファイルの名前は任意です。

 
作成数

起動するコンカレントプログラムごとに作成します。

 
構文規則

「制御ファイル」は以下の規則に従って記述します。

・ 「パラメタ名=値」の形式で指定します。

・ 1 項目につき、1 行で記述します。

・ 行頭に“*”がある場合、その行はコメントとみなされます。

・ 値に空白を入れる場合、値全体をダブルクォート(")で空白を囲みます。
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・ 値にダブルクォートを入れる場合、エスケープシーケンス(¥")として記述します。

・ パラメタの記述順序は任意です。

・ 同じパラメタを記述した場合、後の記述が有効になります。

作成した「制御ファイル」は「コンカレントプログラム制御ジョブ」のパラメタとして指定します。「コンカレントプログラム制御ジョブ」につい

ては次節で説明します。

4.2 「コンカレントプログラム制御ジョブ」のジョブネットへの登録

本節では、「コンカレントプログラム制御ジョブ」をジョブネットに登録する作業の概要について説明します。

「コンカレントプログラム制御ジョブ」のジョブネットへの登録方法は、「Systemwalker Operation Manager」がサポート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。

4.2.1 「コンカレントプログラム制御ジョブ」のジョブネットへの登録手順

「コンカレントプログラム制御ジョブ」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。

「コンカレントプログラム制御ジョブ」をジョブネットに登録するときの手順の概要を以下に示します。

 
1. [Systemwalker Operation Manager [ログイン]]ウィンドウの表示

作業するシステム

「Systemwalker Operation Manager」のクライアント機能を導入したシステム

操作方法

Windows の［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］、［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

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

 
2. 登録先の「Systemwalker Operation Manager サーバ」にログイン

使用するウィンドウ

[Systemwalker Operation Manager [ログイン]]ウィンドウ

操作方法

1. ［ホスト名］入力域に、「Systemwalker Operation Manager サーバ(スケジュールサーバ)」のホスト名を入力します。

2. ［ユーザ名］入力域に、以下のいずれかのユーザを入力します。

－ システム管理者

－ 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の登録先であるプロジェクトの所有者

3. ［パスワード］入力域に、ユーザ名に入力したユーザのパスワードを入力します。

4. ［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。

 
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

操作方法
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1. 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。選択するプロジェクトは、「コンカレントプログラム制御ジョ

ブ」の登録先であるプロジェクトです。

2. ［ファイル］メニューから、［新規作成］、［ジョブネット］の順にたどり、表示されたサブメニューから［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「コンカレントプログラム制御ジョブ」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

1. アイコン選択域の「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」のアイコンをマウスで左クリックします。

2. ジョブフロー表示域内で、アイコンを配置したい位置をマウスで左クリックします。

操作結果

ジョブフロー表示域に「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」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。

 
5. 「コンカレントプログラム制御ジョブ」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

4.2.2 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の定義項目で説明されている定義項目を設定し、［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.、5.を繰り返します。「コンカレントプログラム制御ジョブ」以外のジョブを登録することもできま

す。「コンカレントプログラム制御ジョブ」以外のジョブを登録することで、コンカレントプログラムと一般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

1. アイコン選択域の接続線用のアイコンをマウスで左クリックします。

2. 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

［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。
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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。

項番 7.までで登録した「コンカレントプログラム制御ジョブ」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。

4.2.2 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の定義項目

「コンカレントプログラム制御ジョブ」の定義項目は、［登録－ジョブ］ウィンドウで設定します。定義項目は、以下のとおりです。

・ コマンド名

・ ディレクトリ

・ コメント

・ ジョブ名

・ 依頼ホスト名

・ キュー名

・ リソース名

・ リソース割当

・ 正常終了コード上限値

・ 実行コマンドの転送

・ 終了コードに関わらず正常

・ 標準出力/エラー出力を保存しない

・ 実行予測時間

・ 再起動ポイント

・ 次の再起動のみ無効

・ リカバリ

・ 起動条件

上記の定義項目は、「Systemwalker Operation Manager」のジョブスケジューラ機能が提供するその他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。

上記の定義項目のうち、「コンカレントプログラム制御ジョブ」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

［コマンド名］入力域には、cjexec コマンドを入力します。以下に入力例を示します。

cjexec -i 10 /home/cjusr01/concprg01

cjexec コマンドは、コンカレントプログラムの実行を「Oracle EBS」に依頼するコマンドです。上記の例では、“concprg01”という「制御ファ

イル」に記載されている情報に従って、コンカレントプログラムの実行を依頼します。

“-i”オプションには、起動するコンカレントプログラムの状態を監視する間隔(秒)を指定します。

実行予測時間

「コンカレントプログラム制御ジョブ」が起動してから終了する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「コンカレントプログラム制御ジョブ」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。
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実行予測時間については、［ジョブスケジューラの起動パラメタの定義］ウィンドウで、［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。

 参考

［ジョブスケジューラの起動パラメタの定義］ウィンドウで、［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 5 章 コンカレントプログラムを監視・操作する

本章では、コンカレントプログラムの監視・操作の概要について説明します。

5.1 コンカレントプログラムの監視

コンカレントプログラムの実行状態や実行結果は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行状態や実行結果に反映されます。従っ

て、コンカレントプログラムの実行状態や実行結果を監視するには、「コンカレントプログラム制御ジョブ」を監視します。

本節では、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の監視について説明します。

なお、本作業は、「Systemwalker Operation Manager」の他のスケジュールジョブに対する作業と同じです。詳細は、「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、「Oracle EBS」システムですでに起動済の「コンカレントプログラム

制御ジョブ」は実行されます。ただし、その「コンカレントプログラム制御ジョブ」が終了しても、後続のジョブは起動されません。

この場合、「Oracle EBS」の GUI を使ってコンカレントプログラムの終了と実行結果を直接確認し、必要に応じて、後続のジョブを手動

で実行してください。「Oracle EBS」の GUI の使い方については、「Oracle EBS」のドキュメントを参照してください。

5.1.1 実行状態の監視

コンカレントプログラムの実行状態は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行状態を通して監視します。

 
使用するウィンドウ

ジョブネットの処理状況を監視する場合

［Systemwalker Operation Manager］ウィンドウのガントチャートウィンドウを使って監視します。

ジョブネット内の各ジョブの進み具合を監視する場合
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［ジョブネットの監視］ウィンドウを使って監視します。

 
ウィンドウに表示される情報

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。以下にジョブの状態とアイコンの色の関係を示

します。

・ 正常終了： 青

・ 疑似正常： 水色

・ 異常終了： 赤

・ 強制終了： 黄

・ 警告状態： 茶*1

・ 実行中/終了遅延： 緑

・ 実行待ち/開始遅延： ピンク

・ 実行遅延： 紫

・ 停止中： オレンジ

・ 無効状態： 灰

*1 “警告状態：茶”はジョブネットの場合だけ表示されます。

 参考

「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」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、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行結果を確認できます。

 注意

・ 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の終了コードと実行状態の表示について
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以下に該当する場合は、4.2.2 「コンカレントプログラム制御ジョブ」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］ウィンドウで確認したジョブの終了コードが正常終了時に出力されるものなのに、［ジョブネットの監視］ウィンド

ウのアイコンの色は赤(異常終了)を示している

－ ［監視－ジョブ］ウィンドウで確認したジョブの終了コードが異常終了時に出力されるものなのに、［ジョブネットの監視］ウィンド

ウのアイコンの色は青(正常終了)を示している

・ 「コンカレントプログラム制御ジョブ」が終了しない場合について

「コンカレントプログラム制御ジョブ」のアイコンの表示が「実行中」のまま変化しない場合、以下の原因が考えられます。

－ 「Oracle EBS」側で起動対象のコンカレントプログラムが使用可能になっていない。

－ 「Oracle EBS」側で起動対象のコンカレントプログラムが保留状態となっている。

－ 「Oracle EBS」側で起動対象のコンカレントプログラムに対するコンカレントマネージャが定義されていない。

上記に該当する場合、「EBS ジョブ連携」は以下の警告メッセージを SYSLOG に出力します。

Concurrent request is inactive phase. req-no nnnn

nnnn：

コンカレントプログラムの実行を依頼したときに「Oracle EBS」から割り当てられた ID です。「Oracle EBS」の用語で、「コン

カレント要求 ID」といいます。

備考

本メッセージの属性は、『ログレベル＝ warning』、『ファシリティ＝ user』です。Solaris 版の場合、この属性のメッセージは、

システムの SYSLOG 定義がデフォルトのままだと SYSLOG に出力されません。

詳細は、後述の参考事項“SYSLOG 定義の変更方法について”を参照してください。

上記の警告メッセージが出力された場合、「Oracle EBS」のコンカレントマネージャを利用して調査し、原因を取り除いてください。

この場合、Systemwalker Operation Manager 側では以下の対処をしてください。

－ 「Oracle EBS」側ですぐに対処できない場合

必要に応じてジョブネットを強制終了してください。

－ 「Oracle EBS」側ですぐに対処できる場合

Systemwalker Operation Manager での対処は不要です。コンカレントプログラムが実行されるようになると、ジョブネット、および

ジョブの動作は、正常に継続されます。

 参考

SYSLOG 定義の変更方法について

SYSLOG に出力されるメッセージは、/etc/syslog.conf 内の記述に従って処理されます。Solaris 版の場合、デフォルトの設定は以下の

ようになっています。

user.err /dev/console

user.err /var/adm/messages

デフォルトの設定では、コンソールおよび messeges ファイルに出力されるメッセージは、err レベルのメッセージだけです。

syslog.conf を以下のように設定することで、warning レベルのメッセージが出力されるようになります。

user.err;user.warning /dev/console

user.err;user.warning /var/adm/messages

なお、上記の設定を行うと、システム内のすべての warninng レベルのメッセージが、コンソールおよび messages ファイルに出力される

ようになることに注意してください。

SYSLOG 定義の詳細については、OS のマニュアルを参照してください。
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5.1.2 ジョブネットの起動時刻とジョブの実行時間の監視

コンカレントプログラムの起動時刻は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」を登録したジョブネットの起動時刻を通して監視します。

また、コンカレントプログラムの実行時間は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行時間を通して監視します。

これらは SYSLOG に出力される情報により監視します。

 
監視する SYSLOG

SYSLOG に出力される警告メッセージのうち、以下の 2 種類を監視します。

・ 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を監視できます。

・ 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「コンカレントプログラム制御ジョブ」が存在するかを監視できます。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。

 
SYSLOG に出力される情報

以下に、SYSLOG に出力される警告メッセージの例を示します。

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） 「コンカレントプログラム制御ジョブ」が、予想した実行時間内で終了していない場合

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

Job Net=r3jobnet)

5.1.3 実行結果の確認

コンカレントプログラムの実行結果は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行結果を通して監視します。

 
使用するウィンドウ

［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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ウィンドウに表示される情報

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コンカレントプログラムが「Oracle EBS」シス

テム内で出力したログの内容です。このログについては、「Oracle EBS」のドキュメントを参照してください。

 注意

文字化けについて

「Oracle EBS」から取得する実行ログ内に、文字として識別できないデータ（表示不可能文字）が含まれている場合、該当する行が文

字化けすることがあります。

この場合、当該ジョブの実行結果は「Oracle EBS」の GUI を使って確認してください。「Oracle EBS」の GUI の使い方については、

「Oracle EBS」のドキュメントを参照してください。

5.2 コンカレントプログラムの操作

コンカレントプログラムの操作は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」を通して行います。

 
使用するウィンドウ

「コンカレントプログラム制御ジョブ」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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可能な操作

「コンカレントプログラム制御ジョブ」に対して可能な操作は、強制終了、再起動、停止、停止解除、無効および無効解除です。

操作方法は、「Systemwalker Operation Manager」の他のスケジュールジョブに対する操作方法と同じです。詳細は、「Systemwalker
Operation Manager 使用手引書」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

強制終了操作が正常にできない場合について

「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」以外のアイコンを使って登録したスケジュールジョブで cjexec コマンドを発行している

場合、そのスケジュールジョブは強制終了操作を正常に行うことができません。cjexec コマンドは、必ず「Oracle EBS コンカレント」または

「コマンド実行」のアイコンを使って登録したスケジュールジョブで発行してください。

5.3 コンカレントプログラムの稼働実績の確認

コンカレントプログラムの稼働実績は、「コンカレントプログラム制御ジョブ」の稼働実績を通して確認します。

「コンカレントプログラム制御ジョブ」の稼働実績は、Systemwalker Operation Manager の「稼働実績情報ファイル」に CSV 形式で出力

されます。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ときに便利です。

 
監視するレコード

稼働情報実績ファイルに出力される情報には、「サービスレコード」、「ジョブレコード」、「ステップレコード」の 3 つがあります。「コンカ

レントプログラム制御ジョブ」の稼働実績は、このうちの「ジョブレコード」で確認します。

 
ジョブレコードに出力される情報

「ジョブレコード」に出力される情報には、以下のものがあります。

・ ジョブ投入イベント

「コンカレントプログラム制御ジョブ」が投入されたときに出力されます。

・ ジョブ開始イベント
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「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行が開始したときに出力されます。

・ ジョブ終了イベント

「コンカレントプログラム制御ジョブ」の実行が終了したときに出力されます。

・ ジョブ消去イベント

「コンカレントプログラム制御ジョブ」が Systemwalker Operation Manager を導入しているサーバから消去されたときに出力されま

す。

「ジョブレコード」に出力される情報は、「Systemwalker Operation Manager」の他のジョブの稼働実績として出力される情報と同じです。

詳細は、「Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル」のジョブレコードに関する説明を参照してください。

 参考

「コンカレントプログラム制御ジョブ」の稼働実績情報の出力定義について

稼働実績情報ファイルを採取するためには、ジョブ実行制御機能の［運用情報の定義］ウィンドウ－［ログ］シートで［稼働実績情報を

保存する］を選択します。詳細は、「Systemwalker Operation Manager 使用手引書」のジョブ履歴出力に関する説明を参照してくださ

い。
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第 6 章 コマンドリファレンス

本章では、「EBS ジョブ連携」が提供するコマンドについて説明します。

6.1 「Oracle DB 接続ユーザ」登録コマンド

「Oracle DB 接続ユーザ」の定義コマンドは、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が「Oracle EBS」にコンカレントプログラムの実行を依

頼するときに使用するユーザを、登録・削除するコマンドです。「Oracle DB 接続ユーザ」の定義コマンドには以下のものがあります。

・ cjusradd(1M)

「Oracle DB 接続ユーザ」の登録

・ cjusrdel(1M)

「Oracle DB 接続ユーザ」の削除

・ cjpasswd(1M)

「Oracle DB 接続ユーザ」のパスワードの登録

6.1.1 cjusradd(1M)
 

名前

cjusradd - 「Oracle DB 接続ユーザ」の登録

 
形式

cjusradd username

 
機能説明

cjusradd コマンドは、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が「Oracle EBS」にコンカレントプログラムの実行を依頼するときに使用する

ユーザを登録します。ユーザは、「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベースに登録されます。

複数のユーザを登録しておくことも可能です。登録可能なユーザ数に制限はありません。

 
利用方法

「Oracle DB 接続ユーザ」の登録は、「EBS ジョブ連携」を導入した「Systemwalker Operation Manager サーバ」で行います。作業は、シ

ステム管理者が行います。

 
パラメタ

usename

Oracle データベースにアクセスするためのユーザアカウントを指定します。明に変更していなければ、「Oracle EBS」をインストールした

ときに作成された「APPS」を指定します。

本パラメタは省略できません。

 
復帰値

復帰値 意味

0 正常に登録されました。

0 以外 登録に失敗しました。標準エラー出力を参照することで、失敗した原因が

明確になりますので、必要な処置を実施してください。
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コマンド格納場所

Solaris
Linux

/opt/FJSVorcj/bin/

 
ファイル

/opt/FJSVorcj/etc/cjpasswd

「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベース

 
関連項目

「EBS ジョブ連携」の cjpasswd(1M), cjusrdel(1M).

6.1.2 cjusrdel(1M)
 

名前

cjusrdel - 「Oracle DB 接続ユーザ」の削除

 
形式

cjusrdel username

 
機能説明

cjusrdel コマンドは、「コンカレントプログラム制御ジョブ」が「Oracle EBS」にコンカレントプログラムの実行を依頼するときに使用するユー

ザを削除します。ユーザは、「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベースから削除されます。

 
利用方法

「Oracle DB 接続ユーザ」の削除は、「Oracle DB 接続ユーザ」を登録したシステムで行います。作業は、システム管理者が行います。

 
パラメタ

usename

削除するユーザアカウントの名前を指定します。

本パラメタは省略できません。

 
復帰値

復帰値 意味

0 正常に登録されました。

0 以外 削除に失敗しました。標準エラー出力を参照することで、失敗した原因が

明確になりますので、必要な処置を実施してください。

 
コマンド格納場所

Solaris
Linux

/opt/FJSVorcj/bin/

 
ファイル

/opt/FJSVorcj/etc/cjpasswd

「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベース
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関連項目

「EBS ジョブ連携」の cjusradd(1M), cjpasswd(1M).

6.1.3 cjpasswd(1M)
 

名前

cjpasswd - 「Oracle DB 接続ユーザ」のパスワードの登録

 
形式

cjpasswd username

 
機能説明

cjsuradd コマンドで登録したユーザに設定されているパスワードを登録します。パスワードは、「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報

データベースに登録されます。

 
利用方法

「Oracle DB 接続ユーザ」のパスワードの登録は、「Oracle DB 接続ユーザ」を登録したシステムで行います。作業は、システム管理者

が行います。

本コマンドを起動すると、パスワード入力を要求するプロンプトが表示されます。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

確認のため、再度パスワード入力が要求されます。プロンプトに従って、１回目と同じパスワードを入力してください。

なお、入力したパスワードは画面には表示されません。

 
パラメタ

usename

パスワードを登録するユーザアカウントの名前を指定します。

本パラメタは省略できません。

 
復帰値

復帰値 意味

0 正常に登録されました。

0 以外 登録に失敗しました。標準エラー出力を参照することで、失敗した原因が

明確になりますので、必要な処置を実施してください。

 
コマンド格納場所

Solaris
Linux

/opt/FJSVorcj/bin/

 
ファイル

/opt/FJSVorcj/etc/cjpasswd

「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベース

 
関連項目

「EBS ジョブ連携」の cjusradd(1M), cjusrdel(1M).
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6.2 「コンカレントプログラム制御ジョブ」操作コマンド

「コンカレントプログラム制御ジョブ」操作コマンドは、コンカレントプログラムを起動するコマンドです。

6.2.1 cjexec(1)
 

名前

cjexec - 「コンカレントプログラム制御ジョブ」の起動

 
形式

cjexec ［ -i time ］ 制御ファイル

 
機能説明

cjexec コマンドは、「コンカレントプログラム制御ジョブ」に指定するコマンドで、コンカレントプログラムの実行を「Oracle EBS」に依頼す

るコマンドです。

完了すると標準出力に「Oracle EBS」システム内でのコンカレントプログラムの実行ログを出力します。

 
利用方法

cjexec 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。使用する［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、「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」を選択して起動されたものに限ります。

「Oracle EBS コンカレント」または「コマンド実行」以外のアイコンを使って登録したスケジュールジョブで cjexec コマンドを発行すると、

そのスケジュールジョブは強制終了操作を正常に行うことができません。

 
パラメタ

以下に、cjexec コマンドのパラメタについて説明します。

-i time

起動したコンカレントプログラムの状態を監視する間隔(秒)を指定します。指定できる間隔は、"1"から"99999"までです。

本パラメタを省略した場合は、"5"(秒)が採用されます。

制御ファイル

制御ファイルをフルパスで指定してください。

本パラメタは省略できません。

 
復帰値

復帰値 意味

0 コンカレント要求の完了ステータスは“正常”です。

1 コンカレント要求の完了ステータスは“警告”です。

2 コンカレント要求の完了ステータスは“エラー”です。

3 コンカレント要求の完了ステータスは“終了”です。

4 コンカレント要求の完了ステータスは“取消し済”です。

16 cjexec コマンド自身の処理中に処理続行不可能なエラーを検出しました。

標準エラー出力を参照することで、失敗した原因が明確になりますので、必

要な処置を実施してください。

 

- 27 -



コマンド格納場所

Solaris
Linux

/opt/FJSVorcj/bin/

 
注意事項

・ cjexec コマンドは、「Oracle EBS」システム内でコンカレントプログラムが完了するまで復帰しません。

・ コンカレントプログラムの長時間走行（異常事象）時の要求キャンセルは、Systemwalker Operation Manager の"実行経過時間超

過によるジョブ打ち切り機能"を使用してください。

・ Systemwalker Operation Manager クライアントにて強制終了操作を行った場合、前回履歴に表示される終了コードは、256 となりま

す。また、実行経過時間超過によるジョブ打ち切り機能によって、コンカレントプログラム制御ジョブの実行が打ち切られた場合、

前回履歴の終了コードは 255 となります。

 
ファイル

/opt/FJSVorcj/etc/cjpasswd

「EBS ジョブ連携」のアクセス制御情報データベース

 
関連項目

関連項目はありません。
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用語集

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。

Oracle DB 接続ユーザ

Oracle データベースに接続するときに「EBS ジョブ連携」が使用するユーザアカウントです。

Oracle データベースへの接続は、「EBS ジョブ連携が「Oracle EBS」にコンカレントプログラムの実行を依頼するときに行われます。

Oracle E-Business Suite

Oracle E-Business Suite は、以下の機能を持つ統合アプリケーションです。

・ 会計、人事、受発注などの ERP（Enterprise Resource Planning ）

・ 需要予測、サプライチェーン計画機能などの SCM （Supply Chain Management ）

・ 営業管理、マーケティング、サービス管理などの CRM（Customer Relationship Management ）

「Oracle E-Business Suite」は、Oracle Corporation の製品です。本書では、「Oracle E-Business Suite」を「Oracle EBS」と表記してい

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の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」に各種

情報の登録/変更を行ったり、「Systemwalker Operation Manager サーバ」上のジョブの操作/監視などを行うときに使用します。

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。

コンカレントプログラム

「Oracle EBS」の用語です。

「Oracle EBS」が提供する ERP、SCM、CRM といった各種サービスを、バックエンドで継続的に処理するためのプログラムです。

「Oracle EBS」内におけるバッチジョブであるということができます。

コンカレントプログラム制御ジョブ

「EBS ジョブ連携」が提供する cjexec コマンドを登録したスケジュールジョブのことで、コンカレントプログラムの実行を「Oracle
EBS」に依頼するジョブのことです。

このジョブをジョブネット内に登録することで、自動起動できるようになります。

コンカレント要求

「Oracle EBS」の用語です。

コンカレント要求は、コンカレントプログラムを実行するために発行する要求のことです。

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バッチファイル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。
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