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◆ セキュリティとは 
Internetに代表されるコンピュータネットワークの発達により、企業内はも

ちろん、様々な場所から企業内ネットワークにアクセスが可能となり利便性が

向上した反面、不正アクセスや情報漏洩といったセキュリティ上の問題も深刻

になってきました。 

セキュリティとは「安全」や「危険、危害といった安全を脅かすもの(脅威)

に対する防衛」の意味です。セキュリティの脅威は、大きく以下のように分類

されます。 

分類 脅威の具体例 

天災 地震、落雷、火事など 

故障 ハードウェア障害、ソフトウェア障害な

ど 

偶発的脅威 

誤操作 運用ミス、接続間違い など 

第三者の悪意ある行為 不正アクセス、なりすまし など 意図的脅威 

関係者の悪意ある行為 パスワードの漏洩、顧客情報の暴露など 

 

 

◆ セキュリティの要件 
セキュリティを確保するための要件として以下の3つがあります。 

● 機密性 

アクセス許可されている情報以外は絶対に見えないようにすること。 

● 完全性 

情報が常に完全な形で保たれており、意図的または偶発的な不正によ

って改ざんされないこと。 

● 可用性 

いつでも正常に動作し、利用できるように保たれていること。 

 

これらの要件が満たされなくなることにより、脅威が発生します。 

要件の喪失 具体的脅威 

機密性の喪失 パスワードの漏洩など。 

完全性の喪失 管理用の定義データが何者かによって不正に改ざんされる

ことで、ジョブの計画的な実行が妨げられる など。 

可用性の喪失 実行ジョブがスケジュールに反して終了（異常終了）する

こと など。 

 

 

◆ ISO/IEC15408の認証取得製品について 
Systemwalker Operation Managerは、以下の製品において国際的な情報技術

セキュリティ評価基準であるISO/IEC15408の認証を取得しています。 

● Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 
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 V13.2.0 (Windows版) 

● Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 

 V13.2.0 (Solaris版) 

● Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition 

 V13.2.0 (Linux for Itanium版) 

本製品が取得した情報セキュリティにかかわる認証は、評価に用いた評価対

象(Target of Evaluation)が所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、

セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。 

本製品をISO/IEC15408認証取得製品として運用する場合、各プログラムの構

成およびバージョンレベルを変更しないでください。各プログラムの構成およ

びバージョンレベルに相違がある場合は、ISO/IEC15408の認証取得製品として

は取り扱われません。 

 

以下に、ISO/IEC15408の認証を取得した範囲について説明します。 

 

バージョンレベルの識別 
ISO/IEC 15408の認証を取得した本製品のプログラム構成は、以下のとおり

です。ご購入頂いた本製品が認証を取得した製品であるか、製品媒体およびプ

ログラムを確認してください。 

製品媒体の確認 

製品のインストール前に、製品媒体(CD-ROM)のラベル面にそれぞれ以下の製

品名およびOS表記がされていることを確認してください。 

● Windows版 

製 品

名 

Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.2.0 

OS Microsoft(R) Windows(R) 2000,Microsoft(R) Windows(R) XP 

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition 

Microsoft(R) Windows Vista(R) 

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 for Itanium-based System 

 

● Solaris版 

製品名 Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.2.0 

OS Solaris(TM) Operating  

 

● Linux for Itanium版 

Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.2.0 

サーバプログラム（Red Hat Enterprise Linux v.4用） 

Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.2.0 

サーバプログラム（Red Hat Enterprise Linux v.5用） 

製品名 

Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.2.0 

PCクライアントプログラム 

OS Linux 
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プログラムの確認 
製品のインストール後に、サーバの場合はF3crfverコマンドまたは

swpkginfoコマンドを、クライアントの場合はF3crfverコマンドを利用し、そ

れぞれ以下の表示がされることを確認してください。 

なお、コマンドの詳細については、“Systemwalker Operation Manager リフ

ァレンスマニュアル”の“F3crfver 製品情報表示コマンド”または“swpkginfo 

製品情報表示コマンド(サーバ用)【UNIX版】”を参照してください。 

● Windows版 

サーバ Windows版 Systemwalker Operation Manager Enterprise 

Edition V13.2.0(Build-20070507) サーバ 

クライアント Windows 版  Systemwalker Operation Manager 

V13.2.0(Build-20070507) クライアント 

 

● Solaris版 

サーバ PRODUCTNAME : Systemwalker Operation Manager 

Enterprise Edition 

VERSION : V13.2.0 

INSTALLCLASS : Server 

クライアント UNIX 版 Systemwalker Operation Manager  

V13.2.0(Build-20070507) クライアント 

 

● Linux for Itanium版 

サーバ PRODUCTNAME : Systemwalker Operation Manager 

Enterprise Edition 

VERSION : V13.2.0 

INSTALLCLASS : Server 

クライアント UNIX 版  Systemwalker Operation Manager 

V13.2.0(Build-20070507) クライアント 

 

セキュリティターゲットについて 
ISO/IEC15408の認証内容はセキュリティターゲット（以降、STと呼びます）

に記載されています。STは、以下のURLにて公開されています。 

● 独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター 「認証製品リ

スト」 

http://www.ipa.go.jp/security/jisec/index.html 

 

対象となるセキュリティ機能について 
対象となる「Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition」のセ

キュリティ機能は、以下のとおりです。 

● 拡張ユーザ管理機能 

拡張ユーザ管理機能は、利用者を識別認証する機能です。 

● アクセス制御 

アクセス制御機能は、利用者ごとに操作できる範囲を制限する機能です。 

● 監査ログ 
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監査ログ機能は、利用者の操作を検証するための機能です。 

 

各セキュリティ機能の詳細については、“Systemwalker Operation Manager 

解説書”を参照してください。 

 

運用条件 
本製品をISO/IEC15408の認証製品として運用するためには、以下に記載した

製品の環境に関する条件のほかに、本製品の利用者に実施を求める運用条件が

あります。 

利用者が従うべき運用条件については、“Systemwalker Operation Manager 

解説書”の“セキュリティ”に記載してあります。また、Systemwalker Operation 

Managerで提供されるセキュリティ機能と、提供されるセキュリティ機能の定

義方法については、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の“セキ

ュリティの定義”に記載されています。本製品をISO/IEC15408認証製品として

運用する場合には、これらのマニュアルに記載されている内容もあわせてご確

認ください。 

 

設置場所 

Systemwalker Operation Managerが動作するサーバは、入退出管理の施され

た、システム管理者のみが入退室できる区画（サーバルームや事務フロアなど）

に設置してください。 

ネットワーク環境 

外部ネットワークから直接アクセスされないネットワーク環境にて、

Systemwalker Operation Managerを動作させてください。 

外部からの不正アクセスを防ぐ手段としては、例えば 

● Firewallを設置する 

● 誰が利用できるか、適切なアクセス権の設定を行う 

● サーバのセキュリティ強度を高める 

― セキュリティ対策のパッチ（プログラムの修正）の適用 

― 外部との接点（ダイヤルアップなど）を極力ふさぐ 

などが挙げられます。 

以下に、Firewallを利用したシステムの構成例を示します。 
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OSを経由したアクセス 

システム管理者は、悪意のある者により、Systemwalker Operation Manager

を介さずに、サーバ上のOSから直接ジョブの計画的な実行を妨げられないよう、

OSのユーザID/パスワードの管理およびOSのファイルアクセス権の設定をする

必要があります。 

 

パスワードの管理については、パスワードの盗聴に対する危険を回避するた

めの対策として、SSH(Secure Shell)による暗号化を利用してください。 

ジョブの計画的な実行に関わる以下の項目に対しては、OSのアクセス権の設

定を行ってください。 

● スケジュール情報 

● JCL/スクリプト/実行プログラム/バッチファイル 

● スケジュールに基づいて実行されるジョブ 

● ジョブの実行履歴 

● 監査ログファイル 
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追加・修正情報 

Systemwalker Operation Manager V13.2.0（Windows版/ Solaris版/ Linux for 

Itanium版）で提供されている以下のマニュアルに、ISO/IEC15408の認証に関

連して追加・修正された情報について記載します。 

 

 

マニュアル一覧 
Systemwalker Operation Manager 解説書(J2X1-3180-03Z2(00)) 

Systemwalker Operation Manager 導入手引書(J2X1-3190-03Z2(00)) 

Systemwalker Operation Manager 使用手引書(J2X1-3200-03Z2(00))  

Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル(J2X1-3160-03Z2(00))  

Systemwalker Operation Manager スケジュール分散機能説明書(J2X1-3170-03Z2(00)) 

 

 

追加・修正情報一覧 

解説書 
No 追加・修正情報 

4.1.3 セキュリティ対策 

[機密性・完全性を満たすための対策] の“運用による保護”の“パスワードの管理” 

1 

 

【旧記事】 

・運用担当者のパスワードは、本人以外の運用担当者、または一般利用者に知られな

いよう管理する。 

 

【追加・修正記事】 

・運用担当者または一般ユーザのパスワードは、本人以外の運用担当者または一般ユ

ーザに知られないよう管理する。 

4.1.3 セキュリティ対策 

[機密性・完全性を満たすための対策] の“運用による保護”の“教育” 

2 

 

【旧記事】 

● 組織の責任者は、(中略） 遵守させるようにします。また、システム管理者は、

運用管理者および運用担当者に対し、自身のパスワードを他に漏洩しないよう管

理することを教育し、遵守させるようにします。 

 

【追加・修正記事】 

● 組織の責任者は、(中略） 遵守させるようにします。また、システム管理者は、

運用管理者に管理者として信頼できる人物を選任し、運用管理者や運用担当者、

または一般ユーザに対し、自身のパスワードを他に漏洩しないよう管理すること

を教育し、遵守させるようにします。 

 

3 4.1.3 セキュリティ対策 

[機密性・完全性を満たすための対策] の“実行ユーザ制限” 
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【旧記事】 

ジョブの実行者として許可するユーザだけを、実行ユーザ制限リストに登録します。 

 

【追加・修正記事】 

ジョブの実行者として許可するユーザだけを、事前に定義しておきます。 

4.1.3 セキュリティ対策 

[機密性・完全性を満たすための対策] の“監査ログ” 

4 

 

【旧記事】 

セキュアな運用を行うためには、システム管理者は出力された監査ログを監査する必

要があります。 

 

【追加・修正記事】 

セキュアな運用を行うためには、システム管理者は出力された監査ログを監査する必

要があり、監査ログ出力を有効にしておくことを推奨します。 

4.2.1 拡張ユーザ管理機能【UNIX版】 5 

 

【旧記事】 

詳細については、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の“ユーザの定義

(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】”を参照してください。 

 

【追加・修正記事】 

なお、拡張ユーザ管理機能を無効にした場合は、OS認証によりSystemwalker 

Operation Managerにアクセスできるユーザが制御されます。 

詳細については、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の“ユーザの定義

(拡張ユーザ管理機能を利用する場合)【UNIX版】”を参照してください。 

4.2.4 監査ログ出力/ 4.2.5 ジョブの再実行 6 

 

【追加・修正記事】 

記載順序を以下のように入れ替え 

4.2.4 監査ログ出力 

4.2.5 ジョブの再実行 

4.2.5 ジョブの再実行 （旧記事: 4.2.4 ジョブの再実行） 7 

 

【旧記事】 

リカバリジョブを登録する場合:  

“Systemwalker Operation Manager 使用手引書”の“リカバリジョブについて”を

参照してください。 

 

【追加・修正記事】 

リカバリジョブを登録する場合:  

“Systemwalker Operation Manager 使用手引書”の“リカバリジョブについて”を

参照してください。なお、リカバリジョブの変更/削除については、通常のジョブと

同じ操作になります。 
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導入手引書 
No 追加・修正情報 

1.1 導入される機能一覧 

“サーバに導入される機能一覧”の 注4） 

1 

 

【旧記事】 

Solaris版はEE版/GEE版のみに、Windows版/Linux版/Linux for Itanium版/HP版はEE

版のみに提供 

 

【追加・修正記事】 

Solaris版はEE版/GEE版のみに、Windows版/Linux版/Linux for Itanium版/HP版/AIX

版はEE版のみに提供 

 
インストールされるSystemwalker Operation Managerのバージョンレベルについて

は、F3crfverコマンドまたはswpkginfoコマンドにより確認できます。コマンドの詳

細については、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照

してください。 

 

1.1 導入される機能一覧 

“クライアントに導入される機能一覧” 

2 

 

【旧記事】 

Systemwalker Centric Managerからジョブネットを監視するためには、Systemwalker 

Centric Managerの運用管理サーバに、Systemwalker Operation Managerのクライア

ント機能をインストールする必要があります。 

 

【追加・修正記事】 

Systemwalker Centric Managerからジョブネットを監視するためには、Systemwalker 

Centric Managerの運用管理サーバに、Systemwalker Operation Managerのクライア

ント機能をインストールする必要があります。 

 

 
インストールされるSystemwalker Operation Managerのバージョンレベルについて

は、[Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの[ヘルプ]－[バージョン情報]

より確認できます。また、F3crfverコマンドでも確認できます。コマンドの詳細につ

いては、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”を参照してく

ださい。 

 

2.1 環境定義の概要 

“保守のための定義”の ポイント 

3 

 

【旧記事】 

多くの定義は、 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウから行いま

す。 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの表示方法および内容

について説明します。 
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【追加・修正記事】 

多くの定義は、 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウから行いま

す。 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウの表示方法および内容

について説明します。 

なお、 [Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウは、システム管理者

(Windows版の場合はAdministratorsグループに属するユーザ、UNIX版の場合はスーパ

ーユーザ)、またはUNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効な場合は管理者権限を持つ

Operation Managerユーザだけが利用できます。[Systemwalker Operation Manager

環境設定 [ログイン]]ウィンドウで管理者権限を持たないアカウントを指定した場

合、[Systemwalker Operation Manager環境設定]ウィンドウは利用できません。 

 

2.8.4 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】 4 

 

【旧記事】 

作成手順 

実行ユーザ制限リストを以下の手順で作成してください。 

 

【追加・修正記事】 

作成手順 

実行ユーザ制限リストを以下の手順で作成してください。 

なお、実行ユーザ制限リストは、システム管理者のみ作成することができます。 

 

2.8.4 実行ユーザ制限リストの定義【UNIX版】 

“作成手順”の参考 

5 

 

【旧記事】 

● ネットワークジョブについて 

ネットワークジョブの場合、投入サーバまたは実行サーバのいずれかで実行ユーザ制

限リストを作成することで、実行ユーザを制限できます。旧バージョンとの関係は以

下になります。 

－ 旧バージョンへネットワークジョブを依頼する場合:  

投入サーバに実行ユーザ制限リストを作成 

－ 旧バージョンからネットワークジョブを受ける場合:  

実行サーバに実行ユーザ制限リストを作成 

 

【追加・修正記事】 

● ネットワークジョブについて 

ネットワークジョブの場合、スケジュールサーバまたは実行サーバのいずれかで実行

ユーザ制限リストを作成することで、実行ユーザを制限できます。旧バージョンとの

関係は以下になります。 

－ V13.0.0以前のバージョンへネットワークジョブを依頼する場合:  

スケジュールサーバに実行ユーザ制限リストを作成 

－ V13.0.0以前のバージョンからネットワークジョブを受ける場合:  

実行サーバに実行ユーザ制限リストを作成 

 

2.12.2 ポリシー情報の配付 

“定義手順”の 4. 

6 

 

9 

 

 

 

  

 

 



     

 

 

 

【旧記事】 

[OK]ボタンをクリックして、ポリシー情報を適用します。 

 

【追加・修正記事】 

[OK]ボタンをクリックして、ポリシー情報を適用します。 

 
[Systemwalker Operation Manager 配付先 [ログイン]]ウィンドウで配付先を指

定する場合、システム管理者(接続先のサーバがWindows版の場合は、Administrators

グループ所属ユーザ、UNIX版の場合は、スーパーユーザ)のアカウントを使用してく

ださい。UNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効な場合は、管理者権限を持つOperation 

Managerユーザのアカウントを使用してください。管理者権限を持たないアカウント

を指定した場合、 [ポリシーの適用]ウィンドウは利用できません。 

 

使用手引書 
1.1.3 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動 1 

 

【旧記事】 

 
（中略） 

－ 指定したユーザ名が存在しない 

接続先ホストにログオン/ログインできるユーザ名/ログイン名を指定してくだ

さい。 

－ パスワードが間違っている 

正しいパスワードを指定してください。 

 (中略) 

－指定したユーザにローカルログオンの権利がない 

【Windows版】 

Windowsの[ユーザーマネージャ]ウィンドウを使って、ユーザの権利に[ローカル

ログオン]を設定してください。 

 

【追加・修正記事】 

 
（中略） 

－[接続先ホストを指定する]をチェックした状態で、ホスト名を指定していない 

ホスト名を指定してください。 

－指定したユーザ名が存在しない 

接続先ホストにログオン/ログインできるユーザ名/ログイン名を指定してくだ

さい。 

－パスワードが間違っている 

正しいパスワードを指定してください。 

－[ログインユーザを指定する]をチェックした状態で、ユーザ名を指定していない 

ユーザ名を入力してください。 
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－ユーザ名が15文字を超えている 

正しいユーザ名を入力してください。 

(中略) 

－指定したユーザにローカルログオンの権利がない 

【Windows版】 

Windowsの[ユーザーマネージャ]ウィンドウを使って、ユーザの権利に[ローカル

ログオン]を設定してください。 

－ユーザ名、パスワードが指定されていない【UNIX版】 

接続先ホストがUNIX版の場合、ユーザ名とパスワードは省略できません。 

[ログインユーザを指定する]をチェックし、ユーザ名とパスワードを指定してく

ださい。 

 

4.3.9 プロジェクトにアクセス権を設定する場合 2 

 

【旧記事】 

[アクセス権設定]ウィンドウを使って、プロジェクト単位でユーザのアクセス権(更

新権/登録権/操作権/参照権)を設定する方法について説明します。 

  (中略) 

■ 操作手順 
  (中略) 

2. アクセス権の登録 

[アクセス権設定]ウィンドウで、プロジェクトにアクセスできるユーザおよびア

クセス権(更新権/登録権/操作権/参照権)を登録します。 

  (中略) 

登録権の使用について 

  (中略) 

― システム管理者が接続した場合、[アクセス権設定]ウィンドウの [アクセス

権]コンボボックスに登録権が表示されません。 

 

【追加・修正記事】 

[アクセス権設定]ウィンドウを使って、プロジェクト単位でユーザのアクセス権(更

新権/登録権/操作権/参照権)を設定する方法および削除する方法について説明しま

す。 

  (中略) 

■ アクセス権を設定する 
◆ 操作手順 

  (中略) 

2. アクセス権の設定 

[アクセス権設定]ウィンドウで、プロジェクトにアクセスできるユーザまたはグ

ループを選択し、アクセス権(更新権/登録権/操作権/参照権)を設定します。 

  (中略) 

登録権の使用について 

  (中略) 

― システム管理者が接続した場合、[アクセス権設定]ウィンドウの [アクセス

権]コンボボックスに登録権が表示されません。 
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■ アクセス権を削除する 
◆ 操作手順 

[アクセス権設定]ウィンドウの[定義一覧]リストより、アクセス権を削除したいユ

ーザまたはグループを選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

 

C.1 クライアントに関する監査ログの検索キーワード 

表内の“動作環境” 

3 

 

【追加・修正記事】 

各表の“動作環境”に記載されている“(認証)”および“(パスワード認証)”に対し

て、以下の脚注を追記。 

 

注1) 
[Systemwalker Operation Manager [ログイン]]ウィンドウでユーザ名、パスワード

を省略した場合は“認証”となります。ユーザ名、パスワードを指定した場合は“パ

スワード指定認証”となります。 

 

 

リファレンスマニュアル 
2.1 mpsetaclコマンド 

“注意事項” 

1 

 

【旧記事】 

● 本コマンドは、Systemwalkerのクライアントでは実行できません。 

●“-a”指定の場合、ユーザ(-uオプション)、グループ(-gオプション)または既知グ

ループ(-wオプション)の指定は必須です。 

 

【追加・修正記事】 

●“-a”指定の場合、ユーザ(-uオプション)、グループ(-gオプション)または既知グ

ループ(-wオプション)の指定は必須です。 

2.2 mpchownコマンド 

“注意事項” 

2 

 

【旧記事】 

なし 

 

【追加・修正記事】 

● mpchownコマンドは、ポリシーの抽出/配付によりスケジュール情報を配付した際

に、プロジェクトの所有者に対して更新権を設定するコマンドとなります。本コマ

ンドは、ポリシー適用時、自動的に内部で実行されます。 

プロジェクトの所有者となるユーザを変更する場合には、jobschsetprojectコマン

ドを使用してください。詳細については、“jobschsetprojectコマンド”を参照し

てください。 

 

2.11 mpmoduserコマンド【UNIX版】 3 

 

【旧記事】 

■ 機能説明 
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Systemwalker Operation Manager上に登録されたOperation Managerのユーザの属

性に変更します。 

■ オプション 

◆-o OSユーザ名 

mpadduserコマンドで、Operation Managerユーザに割り当てたOSユーザを変更する

場合に指定します。 

O管理者の属性を変更する場合は、システム管理者(スーパーユーザ)のみ指定でき

ます。非管理者の属性を変更する場合は、一般ユーザのみ指定できます。 

 

【追加・修正記事】 

■ 機能説明 

Systemwalker Operation Manager上に登録されたOperation Managerユーザに割り

当てるOSユーザ名を設定します。 

■ オプション 

◆ -o OSユーザ名 

mpadduserコマンドで、Operation Managerユーザに割り当てたOSユーザを変更する

場合に指定します。 

Operation Managerユーザに対応づけられたOSのユーザ名がシステム管理者の場合

は、システム管理者のOSユーザ名への変更のみできます。Operation Managerユー

ザに対応づけられたOSのユーザ名がシステム管理者以外の場合は、システム管理者

以外のOSユーザ名への変更のみできます。 

 

2.12 mpsetpasswdコマンド 4 

 

【旧記事】 

■ 機能説明 

Systemwalker Operation Manager上に登録されたOperation Managerユーザのパス

ワードを設定/削除します。 

   (中略) 

◆ username 
パスワードを設定するOperation Managerユーザ名を指定します。 

 

【追加・修正記事】 

■ 機能説明 

Systemwalker Operation Manager上に登録されたOperation Managerユーザのパス

ワードを設定/変更/削除します。 

   (中略) 

◆ username 
パスワードを設定/変更/削除するOperation Managerユーザ名を指定します。 

 

2.12 mpsetpasswdコマンド 

“注意事項” 

5 

 

【旧記事】 

● パスワードに設定できるのは、半角英数文字5～16文字以内です。 

 

【追加・修正記事】 

● パスワードに設定できるのは、半角英数文字5～16文字以内です。ただし、パス

ワードとして有効な長さは半角英数文字8文字までとなります。 
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2.12 mpsetpasswdコマンド 

“記述例” 

6 

【旧記事】 

swuser という名前のOperation Managerユーザのパスワードを設定します。 

mpsetpasswd swuser 

Password:  ← 設定するパスワードを入力します。 

         (エコーバックされません) 

Retype: ← 設定するパスワードをもう一度入力します。 

         (エコーバックされません) 

 

【追加・修正記事】 

swuser という名前のOperation Managerユーザのパスワードを設定/変更します。 

mpsetpasswd swuser 

Password:  ← 設定/変更するパスワードを入力します。 

         (エコーバックされません) 

Retype: ← 設定/変更するパスワードをもう一度入力します。 

         (エコーバックされません) 

  

 

スケジュール分散説明書 
2.3 スケジュールのモード設定 1 

 

【旧記事】 

モード設定は、管理者権限を持つユーザ(Administratorsグループに属するユーザ、

スーパーユーザまたは管理者権限を持つOperation Managerユーザ)が実施してくだ

さい。 

 

【追加・修正記事】 

モード設定は、管理者権限を持つユーザ(Administratorsグループに属するユーザ、

スーパーユーザまたは管理者権限を持つOperation Managerユーザ)が実施してくだ

さい。[スケジュール分散環境設定 [ログイン]]ウィンドウで管理者権限を持たない

アカウントを指定した場合、エラーメッセージが出力されます。 

 

4.1.2 スケジュール状況をまとめて監視する 

“操作手順”の 2. 

2 

 

【旧記事】 

接続先サーバとしては、管理サーバのみ接続可能です。 

 

【追加・修正記事】 

接続先サーバとしては、管理サーバのみ接続可能です。また、ログインユーザを指定

する場合は、システム管理者(Windows版の場合はAdministratorsグループに属するユ

ーザ、UNIX版の場合はスーパーユーザ)、またはUNIX版で拡張ユーザ管理機能が有効

な場合は管理者権限を持つOperation Managerユーザを指定してください。管理者権

限を持たないアカウントを指定した場合、エラーメッセージが出力されます。
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