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本書の目的

本書は、Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降にエコ運用テンプレートを適用し、エコ運用する方法について

説明しています。

 
本書の読者

本書は、Systemwalker Operation Manager にエコ運用テンプレートを適用してエコ運用する方を対象としています。

本書を読む場合、対象となる OS の一般的な知識をご理解の上でお読みください。

 
本書の構成

本書は、1 章～ 5 章で構成されています。

第 1 章 概要

エコ運用の概要を説明しています。

第 2 章 運用方法

エコ運用テンプレートを使用した運用方法を説明しています。

第 3 章 コマンドリファレンス

エコ運用テンプレートを登録する SetJobnet コマンドについて説明しています。

第 4 章 テンプレートリファレンス

エコ運用テンプレートの詳細仕様について説明しています。

第 5 章 メッセージリファレンス

エコ運用テンプレートで出力されるメッセージ一覧を掲載しています。

 
本書の表記について

エディションによる固有記事について

本書は、Standard Edition および Enterprise Edition を中心に説明しています。Global Enterprise Edition の機能につ

いては“Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition 説明書”を参照してください。Global Enterprise
Edition は、Solaris 版だけでサポートされています。

本書では、標準仕様である“Systemwalker Operation Manager Standard Edition”の記事と区別するため、エディショ

ンによる固有記事に対して以下の記号をタイトルまたは本文に付けています。

EE/GEE:

“Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition”および“Systemwalker Operation Manager Global Enterprise
Edition”の固有記事

固有記事の範囲は、タイトルまたは本文に付いた場合で以下のように異なります。

タイトルに付いている場合

章/節/項などのタイトルに付いている場合、タイトルの説明部分全体が、固有記事であることを示します。この場

合、タイトルに対して、オンラインマニュアルの場合は色付けされます。

本文に付いている場合

固有記事全体に対して、オンラインマニュアルの場合は色付けされます。

 
記号について

[ ]記号

Systemwalker Operation Manager で提供している画面名、メニュー名、および画面項目名をこの記号で囲んでいま

す。
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コマンドで使用する記号

コマンドで使用している記号について以下に説明します。

記述例

[PARA={a|b|c}…]

記号の意味

記号 意味

[ ] この記号で囲まれた項目を省略できることを示します。

ただし、“Systemwalker スクリプト”の説明箇所では、“[ ]”はスク

リプト文法上特別な意味をもつため代わりに“【 】”を使用してい

ます。

｛ ｝ この記号で囲まれた項目の中から、どれか１つを選択することを

示します。

_ 省略可能記号“[ ]”内の項目をすべて省略したときの省略値

が、下線で示された項目であることを示します。

｜ この記号を区切りとして並べられた項目の中から、どれか１つを

選択することを示します。

… この記号の直前の項目を繰り返して指定できることを示します。

 
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)

－ 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
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－ 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 operating system

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server operating system

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

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

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

－ Microsoft(R) Windows NT(R) Server network operating system Version4.0

－ Microsoft(R) Windows NT(R) Workstation operating system Version4.0

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

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Home Basic(x86)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Home Premium(x86)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Business(x86)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Enterprise(x86)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Ultimate(x86)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Home Basic(x64)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Home Premium(x64)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Business(x64)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Enterprise(x64)

－ Microsoft(R) Windows Vista(TM) Ultimate(x64)

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

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

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition

・ Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition を“Windows(R) Me” と表記します。

・ Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system を“Windows(R) 98” と表記します。

・ 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
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・ 以下の製品上で動作する固有記事を"Windows(R) 2000 Server"と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server operating system

・ 以下の製品上で動作する固有記事を“Windows(R) XP x64”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Professional 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 Operation Manager を“Windows 版 Systemwalker Operation Manager”または“Windows 版”と

表記します。

・ Windows Server 2003 STD(x64)、Windows Server 2003 DTC(x64)、Windows Server 2003 EE(x64)、および

Windows(R) XP x64 上で動作する Systemwalker Operation Manager の固有記事を“Windows x64 版”と表記しま

す。

・ Itanium に対応した Windows 上で動作する Systemwalker Operation Manager の固有記事を“Windows for Itanium
版”と表記します。

・ Windows(R) 2000、および Windows Server 2003 STD/Windows Server 2003 DTC/Windows Server 2003 EE
を、“Windows サーバ”と表記している箇所があります。

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

・ Solaris 上で動作する Systemwalker Operation Manager を“Solaris 版  Systemwalker Operation Manager”また

は“Solaris 版”と表記します。

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

・ AIX 上で動作する Systemwalker Operation Manager を“AIX 版 Systemwalker Operation Manager”または“AIX 版”

と表記します。

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

・ Itanium アーキテクチャに対応した Linux 上で動作する Systemwalker Operation Manager を“Linux for Itanium 版”

と表記します。

・ Solaris 版、HP 版、AIX 版、Linux 版および Linux for Itanium 版の Systemwalker Operation Manager を包括し

て、“UNIX 版 Systemwalker Operation Manager”または“UNIX 版”と表記します。

・ Solaris、HP-UX、AIX、および Linux を、“UNIX サーバ”と表記している箇所があります。

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

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

・ Standard Edition を SE、Enterprise Edition を EE と表記している箇所があります。

・ BrightStor(R) ARCserve(R) Backup for Windows を、ARCserve と表記します。

・ Windows NT(R)で標準に提供されている Microsoft(R)-Mail を MS-Mail と表記します。

・ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition を“Resource Coordinator VE”または“RCVE”と表記して

いる箇所があります。

・ Systemwalker Service Quality Coordinator を“SQC”と表記している箇所があります。

・ ETERNUS SF Strage Cruiser を“Strage Cruiser”または“ESC”と表記している箇所があります。

・ ETERNUS SF AdvancedCopy Manager を“AdvancedCopy Manager”または“ACM”と表記している箇所があります。

・ ETERNUS ディスクアレイのスナップショット型高速バックアップ(One Point Copy)を“OPC”と表記している箇所があり

ます。

 
商標について

APC、PowerChute は、AMERICAN POWER CONVERSION 社の登録商標です。
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BrightStor、ARCserve は、Computer Associates International, Inc.またはその関連会社の登録商標または商標です。

HP-UX は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。

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

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。

LaLaVoice は、株式会社東芝の商標です。

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。

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

Microsoft、MS、Windows、Windows 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です。

NEC、SmartVoice は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

Netscape、Netscape の N および操舵輪のロゴ、Netscape Navigator、Netscape Communicator は、米国およびその他の

国における Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
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第 1 章 概要

オープン系システムは、年々複雑化・肥大化する傾向にあり、IT 機器による電力消費量が増加しています。

業務システムは、業務の安定稼動を最優先に設計・運用されており、省電力への取り組みが遅れているのが実状です。

今後は、ハードウェアの省電力への取り組みはもちろんのこと、ミドルウェアと連携することで、運用計画に即した省電力

運転の自動化を実現し、運用コストをかけずに電力消費量の削減を実現することが求められています。

図 1.1 エコ運用の取り組み

エコ運用では、そのような期待に応え、サーバの電力消費量の見える化や、サーバの電源 ON／OFF、ディスクの回転 ON
／OFF を自動化し、管理者へ負担をかけずに省電力運転を自動化します。

1.1 エコ運用とは

本節では、ハードウェアとミドルウェアが連携し、電力消費量の見える化や運用計画に沿ったハードウェアの省電力運転

を自動化するエコ運用について説明します。

1.1.1 サーバの電力消費量の見える化

サーバの消費電力は、アプリケーションなどの稼働状況により変化します。現状はサーバの消費電力を把握することが

困難です。

エコ運用では、IT システムの電力消費量を見える化し、エコ視点での現状把握が可能となります。

現状把握することにより省エネへの取り組みの計画を立てやすくし、また、取り組み後の効果を評価することができます。
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Systemwalker Operation Manager では、上記のエコ運用を実現するため、以下のエコ運用テンプレートを提供していま

す。

・ 消費電力出力テンプレート

Systemwalker Operation Manager と Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition が連携することでサー

バの電力値を自動で収集し、Systemwalker Service Quality Coordinator によりグラフ化表示させることを可能としま

す。

1.1.2 サーバの電源 ON／OFF の自動化

サーバの電力消費量の見える化により、容易に現状を把握できるようになるため、現状把握した上で省電力化の計画を

立案し、業務に影響を与えない省電力運転を自動化することができます。

エコ運用では、ハードの電源の ON／OFF を計画的に自動制御し、省電力運用を実現します。

これにより、必要な時間に必要なサーバの電源を ON／OFF することが可能となるため、消費電力を削減できます。
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Systemwalker Operation Manager では、上記のエコ運用を実現するため、以下のエコ運用テンプレートを提供していま

す。

・ サーバ起動／停止テンプレート

Systemwalker Operation Manager と Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition が連携することで、

各サーバの電源 ON／OFF をスケジューリングして実行させることを可能とします。

1.1.3 ディスクの回転 ON／OFF の自動化

サーバ集約とストレージ集約の動きの中で、データセンター／マシン室の省電力化が課題となっています。

エコ運用では、ディスクの回転の ON／OFF を計画的に自動制御し、省電力運用を実現します。

ETERNUS SF Storage Cruiser は、省電力機能「MAID(Massive Arrays of Idle Disks)」を応用したディスクドライブのスピ

ンドル回転をオン／オフ制御するエコモードを備えています。この機能を利用することで、バックアップ先のディスクは、

バックアップ開始時に回転させ(※)、バックアップ終了後に停止させる運転を実現することができます。

※ディスクのバックアップには、ETERNUS SF AdvancedCopy Manager を使用します。

これにより、必要な時間にディスクを回転させることが可能となるため、無駄な消費電力を削減できます。

Systemwalker Operation Manager では、上記のエコ運用を実現するため、以下のエコ運用テンプレートを提供していま

す。

・ バックアップ運用テンプレート／レプリケーション運用テンプレート

Systemwalker Operation Manager と ETERNUS SF AdvancedCopy Manager および ETERNUS SF Storage Cruiser
が連携することで、「バックアップ先ディスクの回転起動」→「ディスクのバックアップ」→「バックアップ先ディスクの回

転停止」の一連の流れをスケジューリングして実行させることを可能とします。

1.2 サポートする環境

本機能は、Systemwalker Operation Manager の以下の VL に対応しています。

・ Windows 版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

・ Solaris 版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

・ Linux for Itanium 版 Systemwalker Operation Manager V13.2.0 以降
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 注意

サーバの電力消費量の見える化とサーバの電源 ON／OFF の自動化は以下の VL のみ対応しています。

－ Windows 版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

Systemwalker Operation Manager のインストールについては、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”を参照し

てください。

1.3 必要なハードウェア・ソフトウェア
 

ハードウェア

サーバの電力消費量の見える化

必要なハードウェア環境に関しては、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition のマニュアルを参照

してください。

サーバの電力消費量の見える化を可能とするためには、以下の製品が必要です。

－ 電力監視デバイス（PDU または UPS）

 参照

サポートする電力監視デバイス（PDU または UPS）に関しては、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server
Edition のマニュアルを参照してください。

ディスクの回転 ON／OFF の自動化

ディスクの省電力制御を可能とするためには、以下の製品が必要です。

－ ETERNUS ディスクアレイ

- ETERNUS2000 ディスクアレイ装置 モデル 100 以上

- ETERNUS4000 ディスクアレイ装置 モデル 300 以上

- ETERNUS8000 ディスクアレイ装置 モデル 700 以上

 注意

エコモードのソフトウェア制御が可能なファームウェアが必要です。各モデルのファームウェアの対象版数は、以

下のとおりです。

- ETERNUS2000：V10L50 以上

- ETERNUS4000：V11L50 以上

- ETERNUS8000：V11L50 以上

 
ソフトウェア

サーバの電力消費量の見える化

サーバの電力消費量の見える化を可能とするためには、以下の製品が必要です。

－ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.3.0

－ Systemwalker Service Quality Coordinator V12.0L10 以降
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 ポイント

サーバの電力値の収集には、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.3.0 が必要です。

グラフ化表示させるためには、Systemwalker Service Quality Coordinator V12.0L10 以降の製品が必要です。

 注意

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition, Systemwalker Service Quality Coordinator 共に管理

サーバにインストールされている必要があります。

 参照

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition のインストールおよび設定については、“Systemwalker
Resource Coordinator Virtual server Edition 導入ガイド”を参照してください。

Systemwalker Service Quality Coordinator のインストールおよび設定については、以下のマニュアルを参照して

ください。

- Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.2.0 以前の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator ユーザーズガイド”

- Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.3.0 以降の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator 導入手引書”

サーバの電源 ON／OFF の自動化

サーバの電源 ON／OFF の自動化を可能とするためには、以下の製品が必要です。

－ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0 以降

 ポイント

電源制御を行うためには、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0 以降の製品が必

要です。

 注意

管理サーバにマネージャが、対象となるサーバにエージェントがインストールされている必要があります。

 参照

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition のインストールおよび設定については、“Systemwalker
Resource Coordinator Virtual server Edition 導入ガイド”を参照してください。

ディスクの回転 ON／OFF の自動化

ディスクの回転 ON／OFF の自動化を可能とするためには、以下の製品が必要です。

－ ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3

 ポイント

ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 のグリーン IT 機能を利用します。
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 注意

ETERNUS SF Storage Cruiser は管理サーバにインストールされている必要があります。

ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 は、2008 年 9 月以降に出荷されたソフトウェアが対象です。

 参照

ETERNUS SF Storage Cruiser のインストールおよび設定については、“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 イン

ストールガイド”を参照してください。

－ ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 13.3

 注意

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager は管理サーバ(Storage 管理サーバ)、管理対象サーバ(Storage サーバ)
共にインストールされている必要があります。

 参照

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager のインストールおよび設定については、“ETERNUS SF AdvancedCopy
Manager 導入手引書 13.3”を参照してください。
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第 2 章 運用方法

この章では、エコ運用の運用方法を説明します。

エコ運用するためには、以下の手順が必要です。

1. 動作環境

－ ハードウェアの設定

－ ソフトウェアのインストール・設定

2. テンプレートの準備

3. テンプレートの登録

－ プロジェクトの作成

－ テンプレートの登録

－ テンプレートディレクトリ作成の確認

4. 実行結果の確認

－ ジョブネットの実行結果の確認

－ グラフ表示（サーバの電力消費量の見える化の場合）、サーバ起動／停止の確認（サーバの電源 ON/OFF の

自動化の場合）、ディスクの回転の起動／停止の確認(ディスクの回転 ON/OFF の自動化の場合)

各運用方法について、詳細に説明します。

2.1 サーバの電力消費量の見える化【Windows 版】

2.1.1 動作環境

サーバの電力消費量の見える化を運用するためには、下記の構成が必要です。
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※対象サーバに Systemwalker Service Quality Coordinator の Agent をインストールすることで、サーバの性能情報

を確認することが可能となります。なお、サーバの性能情報の確認は、サーバの電力消費量の見える化の運用にお

いて、必須ではありません。

以下の製品が管理サーバにインストールされ、セットアップが完了していることを前提としています。

・ Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

・ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.3.0(マネージャ)

・ Systemwalker Service Quality Coordinator V12.0L10 以降(Manager、運用管理クライアント)

2.1.2 テンプレートの準備

エコ運用テンプレートをダウンロードし、解凍します。

解凍先は、管理サーバの

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

を指定してください。

2.1.3 テンプレートの登録
 

プロジェクトの作成

プロジェクトを以下の手順で作成します。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントから管理サーバに接続します。

2. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウで、“ジョブスケジューラ”を選択します。その状

態で右クリックして[新規作成]－[プロジェクト]を選択し、[プロジェクトの登録]ウィンドウを表示します。
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3. [プロジェクト名]と[所有者]を入力します。入力が完了したら[OK]ボタンをクリックします。

プロジェクト名: OPTMP

所有者:Administrator

 注意

－ プロジェクトの作成には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ）の権限が必要です。

－ [プロジェクトの登録]ウィンドウの[所有者]には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ）を

指定します。
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4. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウの“ジョブスケジューラ”配下に“OPTMP”プロ

ジェクトが登録されます。

 
テンプレートの登録

サーバの電力消費量の見える化を行うためには、コマンドラインから SetJobnet コマンドを使用してエコ運用テンプレートを

Systemwalker Operation Manager に登録します。

登録時に、消費電力を収集する電力監視デバイス名を指定します。

また、起動日や起動時刻を指定することも可能です。

 注意

コマンドを実行する際は、カレントディレクトリを移動します。
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cd Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm¥ecotm
¥SetJobnet

 参照

SetJobnet コマンドの詳細は、“第 3 章 コマンドリファレンス”を参照してください。

 参照

SetJobnet コマンドで登録されるジョブネット名およびジョブネット名称、およびコマンド実行時に作成されるディレクトリに

ついては、“4.2 ディレクトリとジョブネットの命名規約”を参照してください。

 
テンプレートディレクトリ作成の確認

テンプレートディレクトリが作成されているか確認します。

エコ運用テンプレートを初期設定で登録した場合は、エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に“get_el_pwr_追番”ディ

レクトリが作成されています。

2.1.4 実行結果の確認

実行結果を確認します。

Systemwalker Operation Manager

ジョブネットの実行結果を確認します。

Systemwalker Service Quality Coordinator

消費電力の出力結果を Systemwalker Service Quality Coordinator のレポート画面から確認します。
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 ポイント

テンプレートにより採取された電力消費状況が、Systemwalker Service Quality Coordinator のデータベースに格納さ

れています。Systemwalker Service Quality Coordinator の画面から電力消費状況をグラフ化できます。

 参照

Systemwalker Service Quality Coordinator のレポート画面の使用方法は、以下のマニュアルを参照してください。

－ Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.2.0 以前の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator ユーザーズガイド”

－ Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.3.0 以降の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator 使用手引書(コンソール編)”

 注意

レポート画面からグラフを確認する際は、以下の設定をしてください。

－ カテゴリ名：UDATA_1

－ フィールド名：USERDATA:ud1data1

－ データ間隔：10 分単位
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2.1.5 運用例：毎日 00 時 00 分～ 23 時 59 分の間に 10 分間隔でサー
バの電力値を収集し、Systemwalker Service Quality
Coordinator のレポート画面から参照する

Systemwalker Operation Manager に、消費電力出力テンプレートを適用し、毎日 00 時 00 分～ 23 時 59 分の間に 10
分間隔で電力値を収集させる例を説明します。

 
設定内容

運用例で設定する値

本例では、以下の値を設定します。

管理サーバ

－ Systemwalker Operation Manager

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP
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所有者：Administrator

消費電力出力ジョブネット

ジョブネット名：GetEP1

ジョブネット名称：get_el_pwr_1 毎日

－ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition

電力監視デバイスの登録

デバイス名：pdu1

 
テンプレートの登録と運用手順

1. “2.1.1 動作環境”を参照し、環境を構築します。

2. “2.1.2 テンプレートの準備”を参照し、管理サーバにテンプレートを準備します。

3. “2.1.3 テンプレートの登録”を参照し、消費電力出力ジョブネットを登録します。

本運用例では、コマンドラインから以下のようにコマンドを実行します。

SetJobnet OPTMP get_el_pwr -everyday -interval "0000,2359,10" -r pdu1

4. 上記設定により、ジョブネット“get_el_pwr_1 毎日”は、毎日 10 分間隔でジョブネットが実行されます。

 
実行結果の確認

実行結果を確認します。

Systemwalker Operation Manager

毎日 00 時 00 分～ 23 時 59 分にジョブネット(get_el_pwr_1 毎日)が 10 分間隔で実行されます。

Systemwalker Service Quality Coordinator

管理サーバ上で消費電力出力ジョブネットが 10 分間隔で起動されます。消費電力の出力結果は、Systemwalker
Service Quality Coordinator のレポート画面から確認します。
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2.2 サーバの電源 ON／OFF の自動化【Windows 版】

2.2.1 動作環境

サーバの電源 ON/OFF の自動化を運用するためには、下記の構成が必要です。

以下の製品がインストールされ、セットアップが完了していることを前提としています。

・ 管理サーバ
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－ Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

－ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0 以降(マネージャ)

・ 管理対象サーバ

－ Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

－ Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition V13.2.0 以降(エージェント)

2.2.2 テンプレートの準備

エコ運用テンプレートをダウンロードし、解凍します。

解凍先は、管理サーバの

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

を指定してください。

2.2.3 テンプレートの登録
 

プロジェクトの作成

プロジェクトを以下の手順で作成します。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントから管理サーバに接続します。

2. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウで、“ジョブスケジューラ”を選択します。その状

態で右クリックして[新規作成]－[プロジェクト]を選択し、[プロジェクトの登録]ウィンドウを表示します。
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3. [プロジェクト名]と[所有者]を入力します。入力が完了したら[OK]ボタンをクリックします。

プロジェクト名: OPTMP

所有者:Administrator

 注意

－ プロジェクトの作成には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ）の権限が必要です。

－ [プロジェクトの登録]ウィンドウの[所有者]には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ）を

指定します。
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4. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウの“ジョブスケジューラ”配下に“OPTMP”プロ

ジェクトが登録されます。

 
テンプレートの登録

サーバの電源 ON／OFF の自動化を行うためには、コマンドラインから SetJobnet コマンドを使用してエコ運用テンプレートを

Systemwalker Operation Manager に登録します。

登録時に、電源を制御するサーバ名を指定します。

また、起動日や起動時刻を指定することも可能です。

 注意

コマンドを実行する際は、カレントディレクトリを移動します。
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cd Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm¥ecotm
¥SetJobnet

 参照

SetJobnet コマンドの詳細は、“第 3 章 コマンドリファレンス”を参照してください。

 参照

SetJobnet コマンドで登録されるジョブネット名およびジョブネット名称、およびコマンド実行時に作成されるディレクトリに

ついては、“4.2 ディレクトリとジョブネットの命名規約”を参照してください。

 
テンプレートディレクトリ作成の確認

テンプレートディレクトリが作成されているか確認します。

・ サーバ起動テンプレートの場合

エコ運用テンプレートを初期設定で登録した場合は、エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に“sv_pwr_on_追番”

ディレクトリが作成されています。

・ サーバ停止テンプレートの場合

エコ運用テンプレートを初期設定で登録した場合は、エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に“sv_pwr_off_追番”

ディレクトリが作成されています。

2.2.4 実行結果の確認

実行結果を確認します。

ジョブネットの実行結果を確認します。

・ サーバ起動テンプレートの場合

・ サーバ停止テンプレートの場合
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対象サーバが起動／停止することを確認します。

2.2.5 運用例 1：対象サーバ上の業務の終了を待ってからサーバを停止
する

Systemwalker Operation Manager に、サーバ停止テンプレートを適用し、対象のサーバの電源を指定した時刻に切断す

るのではなく、すべての業務の終了を待ってから電源切断する例を説明します。

 
設定内容

マシンのシャットダウン契機

業務終了後に、イベント発生を契機に対象のサーバを停止させます。

運用例で設定する値

本例では、以下の値を設定します。

管理サーバ

ホスト名：host1

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP

所有者：Administrator

サーバ停止ジョブネット

ジョブネット名：SVoff1

ジョブネット名称：sv_pwr_off_1 毎日

待ち合わせるメッセージ事象：msg_svoff

対象サーバ

業務用のジョブネットが複数登録されています。

サーバ停止ジョブネットを起動させるために、すべてのジョブの終了後にメッセージ事象を発行します。

サーバ名：SVName1

業務用ジョブネット

ジョブネット名：業務 Jobnet

ジョブネット名称：業務 JobnetName

発行するメッセージ事象：msg_svoff
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テンプレートの登録と運用手順

1. “2.2.1 動作環境”を参照し、環境を構築します。

2. 対象サーバ上の業務用ジョブネットの最後に、メッセージ事象発生用のジョブを登録(※)します。

※メッセージ事象に“msg_svoff”、ホスト名に“host1”を指定します。

3. “2.2.2 テンプレートの準備”を参照し、管理サーバにテンプレートを準備します。

4. “2.2.3 テンプレートの登録”を参照し、サーバ停止ジョブネットを登録します。

本運用例では、コマンドラインから以下のようにコマンドを実行します。

SetJobnet OPTMP sv_pwr_off -everyday -h SVName1
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5. Operation Manager の GUI 画面から、以下の設定をします。

a. 登録したジョブネットを右クリックし、プロパティ画面を開きます。

b. ジョブネットのプロパティ画面から、[基本情報]タブを開きます。
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c. [メッセージ事象発生時のみ起動]にチェックを入れます。

d. [メッセージ]タブを開きます。

e. [待ち合わせるメッセージ事象]にジョブネットの起動条件として待ち合わせるメッセージ事象を指定します。
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6. 上記設定により、ジョブネット“sv_pwr_off_1 毎日”は、特定の業務終了後に、メッセージを契機に起動します。

 
実行結果の確認

対象サーバ上で業務用ジョブネットが起動されると、最後にメッセージ事象発生用のジョブが実行されます。

メッセージ事象が発行されると、それを受信して管理サーバ上のサーバ停止ジョブネット(sv_pwr_off_1 毎日)が起動され

ます。

2.2.6 運用例 2：毎週月～金の朝 8:00 にサーバを起動する

Systemwalker Operation Manager に、サーバ起動テンプレートを適用し、毎週月～金の朝 8:00 にマシンを起動する例

を説明します。

 
設定内容

運用例で設定する値

本例では、以下の値を設定します。

管理サーバ

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP

所有者：Administrator
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サーバ起動ジョブネット

ジョブネット名：SVon1

ジョブネット名称：sv_pwr_on_1 毎週月

サーバ起動日時：8:00

起動日：月、火、水、木、金

対象サーバ

サーバ名：SVName1

 
テンプレートの登録と運用手順

1. “2.2.1 動作環境”を参照し、環境を構築します。

2. “2.2.2 テンプレートの準備”を参照し、管理サーバにテンプレートを準備します。

3. “2.2.3 テンプレートの登録”を参照し、サーバ起動ジョブネットを登録します。

本運用例では、コマンドラインから以下のようにコマンドを実行します。

SetJobnet OPTMP sv_pwr_on -weekly "MON,TUE,WED,THU,FRI" -time 0800 -h
SVName1

4. 上記設定により、ジョブネット“sv_pwr_on_1 毎週月”は、毎週月～金の朝 8:00 にジョブネットが実行されます。

 
実行結果の確認

毎週月～金の朝 8:00 に管理サーバ上でサーバ起動ジョブネット(sv_pwr_on_1 毎週月)が実行されます。ジョブネット実

行後、対象サーバ(SVName1)が起動されます。

2.3 ディスクの回転 ON／OFF の自動化

2.3.1 動作環境

ディスクの回転 ON/OFF の自動化を運用するためには、下記の構成が必要です。
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以下の製品がインストールされ、セットアップが完了していることを前提としています。

・ 管理サーバ

－ Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

－ ETERNUS SF Storage Cruiser(マネージャ) 13.3

－ ETERNUS SF AdvancedCopy Manager(マネージャー) 13.3

・ 管理対象サーバ

－ ETERNUS SF AdvancedCopy Manager(エージェント) 13.3

 ポイント

以下の手順で環境構築を行います。

1. ETERNUS ディスクアレイの設定

2. ETERNUS SF AdvancedCopy Manager の設定

3. ETERNUS SF Storage Cruiser の設定

4. Systemwalker Operation Manager の設定

 参照

“ETERNUS ディスクアレイ”、“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager”、“ETERNUS SF Storage Cruiser”の省電力制御

を使用するための設定方法については、以下のマニュアルを参照してください。

・ “ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書 13.3”の“付録 E 省電力での運用  E.4 環境構築”

 参照

省電力運用の詳細は、以下のマニュアルを参照してください。
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・ “ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書 13.3”の“付録 E 省電力での運用”

2.3.2 テンプレートの準備

エコ運用テンプレートをダウンロードし、解凍します。

解凍先は、管理サーバの以下のディレクトリを指定してください。

Windows Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ

¥MpWalker.JM

Solaris
Linux for Itanium

/var/opt

2.3.3 テンプレートの登録
 

プロジェクトの作成

プロジェクトを以下の手順で作成します。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントから管理サーバに接続します。

2. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウで、“ジョブスケジューラ”を選択します。その状

態で右クリックして[新規作成]－[プロジェクト]を選択し、[プロジェクトの登録]ウィンドウを表示します。
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3. [プロジェクト名]と[所有者]を入力します。入力が完了したら[OK]ボタンをクリックします。

プロジェクト名: OPTMP

所有者:Administrator(Windows 版)、root(Solaris、Linux for Itanium 版)

－ Windows 版の場合

－ Solaris、Linux for Itanium 版の場合

 注意

－ プロジェクトの作成には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ／スーパユーザ）の権限

が必要です。

－ [プロジェクトの登録]ウィンドウの[所有者]には、システム管理者（Administrators グループに属するユーザ／

スーパユーザ）を指定します。

4. [Systemwalker Operation Manager]ウィンドウの業務選択ウィンドウの“ジョブスケジューラ”配下に“OPTMP”プロ

ジェクトが登録されます。
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テンプレートの登録

ディスクの回転 ON／OFF の自動化を行うためには、コマンドラインから SetJobnet コマンドを使用してエコ運用テンプレー

トを Systemwalker Operation Manager に登録します。

エコ運用テンプレートは、“バックアップ運用テンプレート”または“レプリケーション運用テンプレート”のどちらかを選択し

ます。

登録時に、Storage 装置の IP アドレス、RAID グループ番号、Storage サーバ名、業務ボリューム名(バックアップ運用テ

ンプレートの場合)、デバイスマップファイル名(バックアップ運用テンプレートの場合)、複写元および複写先ボリューム名

(レプリケーション運用テンプレートの場合)を指定します。

また、起動日や起動時刻を指定することも可能です。

・ バックアップ運用テンプレートの場合

・ レプリケーション運用テンプレートの場合
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 参考

バックアップ運用とレプリケーション運用の主な違い

バックアップ運用ではポリシー管理、履歴管理が可能ですが、レプリケーション運用にはありません。

レプリケーション運用では 2 つのボリューム間でのレプリケーション(複製)が可能です。

 注意

コマンドを実行する際は、カレントディレクトリを移動します。

・ Windows 版の場合

cd Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM
¥mpoptm¥ecotm¥SetJobnet

・ Solaris、Linux for Itanium 版の場合

cd /var/opt/FJSVoptm/ecotm/SetJobnet

 参照

SetJobnet コマンドの詳細は、“第 3 章 コマンドリファレンス”を参照してください。

 参照

SetJobnet コマンドで登録されるジョブネット名およびジョブネット名称、およびコマンド実行時に作成されるディレクトリに

ついては、“4.2 ディレクトリとジョブネットの命名規約”を参照してください。

 
テンプレートディレクトリ作成の確認

テンプレートディレクトリが作成されているか確認します。

・ バックアップ運用テンプレートの場合

エコ運用テンプレートを初期設定で登録した場合は、エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に“disk_bkup_追番”

ディレクトリが作成されています。

・ レプリケーション運用テンプレートの場合

エコ運用テンプレートを初期設定で登録した場合は、エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に“disk_repl_追番”

ディレクトリが作成されています。
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2.3.4 実行結果の確認

実行結果を確認します。

ジョブネットの実行結果を確認します。

・ バックアップ運用テンプレートの場合

・ レプリケーション運用テンプレートの場合

対象サーバのディスクの回転が起動／停止することを確認します。

2.3.5 運用例 1：毎日 1:00 にディスクのバックアップを行う

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager のバックアップ機能を使用し、毎日 1:00 にディスクをバックアップする例を説明

します。

レプリケーションをする場合は、バックアップ運用ジョブネットの代わりにレプリケーション運用ジョブネットを登録します。

接続先サーバを Windows とした場合の例を示します。

 
設定内容

運用例で設定する値

本例では、以下の値を設定します。

管理サーバ

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP
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所有者：Administrator

バックアップ運用ジョブネット

ジョブネット名：BKUP1

ジョブネット名称：disk_bkup_1 毎日

バックアップ時刻：毎日 01:00

Storage サーバ

Storage サーバ名：Str_SV

デバイスマップファイルの場所：C:¥advancedcopymanager¥devmap1

※バックアップ先ボリュームを指定する際に、“デバイスマップファイル”を使用します。

“デバイスマップファイル”の詳細については、“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書”を参照して

ください。

ETERNUS ディスクアレイ

ETERNUS ディスクアレイの IP アドレス：10.10.10.10

バックアップ先に使用する RAID グループ番号：0x0000

業務ボリューム名(バックアップ元ディスク)：g1d1p1

※ボリューム名は、“AdvancedCopy Manager デバイス名”を指定します。

 
テンプレートの登録と運用手順

1. “2.3.1 動作環境”を参照し、環境を構築します。

2. “2.3.2 テンプレートの準備”を参照し、管理サーバにテンプレートを準備します。

3. “2.3.3 テンプレートの登録”を参照し、バックアップ運用ジョブネットを登録します。

本運用例では、コマンドラインから以下のようにコマンドを実行します。

SetJobnet OPTMP disk_bkup -everyday -time 0100 -ip 10.10.10.10 -raid 0x0000 -str
Str_SV -v g1d1p1 -x C:¥advancedcopymanager¥devmap1
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実行結果の確認

毎日 01:00 にバックアップ運用ジョブネット(disk_bkup_1 毎日)が起動されます。“disk_bkup_1 毎日”ジョブネットの実行

結果を確認します。

2.3.6 運用例 2：対象サーバ上の業務の終了を待ってからディスクのレプ
リケーションを行う

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager のレプリケーション機能を使用し、ディスクのレプリケーションを指定した時刻に

実施するのではなく、すべての業務の終了を待ってからディスクのレプリケーションをする例を説明します。

バックアップする場合は、レプリケーション運用ジョブネットの代わりにバックアップ運用ジョブネットを登録します。

接続先サーバを Windows とした場合の例を示します。

 
設定内容

レプリケーション実行契機

業務終了後に、イベント発生を契機にレプリケーションを行います。

運用例で設定する値

本例では、以下の値を設定します。

管理サーバ

ホスト名：host1

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP

所有者：Administrator

レプリケーション運用ジョブネット

ジョブネット名：REPL1

ジョブネット名称：disk_repl_1 毎日

レプリケーション時刻：毎日 01:00

ジョブネットの起動条件：“時刻起動”および“メッセージ事象発生時起動”

Storage サーバ

業務用のジョブネットが複数登録されています。

業務用ジョブネット終了後にレプリケーション運用ジョブネットを起動させるため、すべてのジョブの終了後にメッ

セージ事象を発行します。

Storage サーバ名：Str_SV

業務用ジョブネット

ジョブネット名：業務 Net

ジョブネット名称：業務 NetName

発行するメッセージ事象：msg_repl

ETERNUS ディスクアレイ

ETERNUS ディスクアレイの IP アドレス：10.10.10.20

バックアップ先に使用する RAID グループ番号：0x0001

複写元ボリューム名(※)：g1d1p1

複写先ボリューム名(※)：g1d1p2

※ボリューム名には、“AdvancedCopy Manager デバイス名”を指定します。
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 注意

本例では、Storage サーバにも Systemwalker Operation Manager がインストールされていることを前提としています。

 
テンプレートの登録と運用手順

1. “2.3.1 動作環境”を参照し、環境を構築します。

2. 対象サーバ上の業務用ジョブネットの最後に、メッセージ事象発生用のジョブ(※)を登録します。

※メッセージ事象に“msg_repl”、ホスト名に“host1”を指定します。

3. “2.3.2 テンプレートの準備”を参照し、管理サーバにテンプレートを準備します。

4. “2.3.3 テンプレートの登録”を参照し、レプリケーション運用ジョブネットを登録します。

本運用例では、コマンドラインから以下のようにコマンドを実行します。
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SetJobnet OPTMP disk_repl -everyday -time 0100 -ip 10.10.10.20 -raid 0x0001 -str
Str_SV -from g1d1p1 -to g1d1p2

5. Operation Manager の GUI 画面から、以下の設定をします。

a. 登録したジョブネットを右クリックし、プロパティ画面を開きます。

- 35 -



b. ジョブネットのプロパティ画面から、[基本情報]タブを開きます。

c. ［時刻起動］が“0100”で設定されていることを確認します。

d. [メッセージ]タブを開きます。

e. [起動時刻の到来を待つ]にチェックを入れ、[待ち合わせるメッセージ事象]にジョブネットの起動条件として

待ち合わせるメッセージ事象を指定します。
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6. 上記設定により、ジョブネット“disk_repl_1 毎日”は、すべての業務終了後に、メッセージを契機に起動します。

 
実行結果の確認

対象サーバ上で業務用ジョブネットが起動されると、最後にメッセージ事象発生用のジョブが実行されます。

メッセージ事象が発行されると、管理サーバ上のレプリケーション運用ジョブネット(disk_repl_1 毎日)がメッセージを受信

します。ジョブネットの起動時刻(01:00)到来後、“disk_repl_1 毎日”ジョブネットが起動されます。“disk_repl_1 毎日”ジョ

ブネットの実行結果を確認します。
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第 3 章 コマンドリファレンス

この章では、エコ運用テンプレートを登録する際に使用するコマンドについて、機能の詳細を説明します。

エコ運用テンプレートを登録するには、SetJobnet コマンドを使用します。

3.1 SetJobnet エコ運用テンプレート登録コマンド
 

記述形式

[消費電力出力テンプレートの場合] 【Windows 版】

SetJobnet プロジェクト名 テンプレート識別子 [-d ディレクトリのパス]
             [{-everyday|-monthly DD[,DD,...]|-weekly WWW[,WWW,...]}]
             [{-time hhmm| -interval "hhmm,hhmm,MM"}] -r デバイス名

             [-sys サブシステム番号]  (注)

[サーバ起動／停止テンプレートの場合] 【Windows 版】

SetJobnet プロジェクト名 テンプレート識別子 [-d ディレクトリのパス]
             [{-everyday|-monthly DD[,DD,...]| -weekly WWW[,WWW,...]}]
             [-time hhmm] -h サーバ名 [-sys サブシステム番号]  (注)

[バックアップ運用テンプレートの場合]

SetJobnet プロジェクト名 テンプレート識別子 [-d ディレクトリのパス]
             [{-everyday|-monthly DD[,DD,...]|-weekly WWW[,WWW,...]}]
             [-time hhmm] -ip Storage 装置の IP アドレス

             -raid RAID グループ番号 -str Storage サーバ名 -v 業務ボリューム名

             -x デバイスマップファイル名 [-sys サブシステム番号]  (注)

[レプリケーション運用テンプレートの場合]

SetJobnet プロジェクト名 テンプレート識別子 [-d ディレクトリのパス]
             [{-everyday|-monthly DD[,DD,...]|-weekly WWW[,WWW,...]}]
             [-time hhmm] -ip Storage 装置の IP アドレス

             -raid RAID グループ番号 -str Storage サーバ名

             -from 複写元ボリューム名 -to 複写先ボリューム名

             [-sys サブシステム番号]  (注)

注)

“[-sys サブシステム番号]”は Systemwalker Operation Manager EE/GEE のオプションです。

 
機能説明

・ テンプレートファイルを元に、エコ運用テンプレートの実行に必要なジョブネットを Systemwalker Operation Manager
に登録します。テンプレートファイルについては、“第 4 章 テンプレートリファレンス”の各テンプレートの“テンプレー

トファイル”を参照してください。

・ [-d ディレクトリのパス]オプションを省略した場合、自動的にテンプレートディレクトリを作成します。テンプレートディ

レクトリについては“テンプレートディレクトリ”を参照してください。

プロジェクト名

ジョブネットを登録するプロジェクトの名前を指定します。必ず指定してください。
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テンプレート識別子

登録するエコ運用テンプレートのテンプレート識別子を指定します。必ず指定してください。

消費電力出力テンプレート get_el_pwr

サーバ起動テンプレート sv_pwr_on

サーバ停止テンプレート sv_pwr_off

バックアップ運用テンプレート disk_bkup

レプリケーション運用テンプレート disk_repl

-d ディレクトリのパス

登録するテンプレートファイルが置いてあるディレクトリを、フルパスもしくはカレントディレクトリからの相対パスで指定

します。テンプレートを初期設定から変更して使用する場合に指定します。

初期設定のままの場合、本オプションは指定しません。本オプションを省略すると、テンプレートファイルが格納され

ているディレクトリ内に、自動的にテンプレートディレクトリのコピーが作成されます。

なお、-d で指定できるディレクトリの最大長は 50 バイトです。

起動日

・ 登録する運用ジョブネットの起動日を指定します。以下に示す 3 つのうち、どれか 1 つを指定します。本オプション

は省略可能です。

－ -everyday

毎日を起動日として設定します。

－ -monthly DD

毎月 DD 日を起動日として設定します。複数の起動日を設定することもできます。複数指定する場合は、「"」で
囲み、「,」で区切って入力してください。なお、毎月月末に起動する場合

は“LAST”と指定します。

- 毎月 10 日，20 日，30 日を起動日として設定する場合

-monthly "10,20,30"

－ -weekly WWW

毎週 WWW 曜日を起動日として設定します。“WWW”には、曜日を表す英単語の先頭 3 文字を指定します

（“SUN”“MON”“TUE”“WED”“THU”“FRI”“SAT”）。複数の起動日を指定することもできます。複数指定する

場合は、「"」で囲み、「,」で区切って入力してください。

- 毎週月曜，水曜，金曜を起動日として設定する場合

-weekly "MON,WED,FRI"

 注意

上記以外の起動日を設定したい場合は、Systemwalker Operation Manager クライアントから起動日を設定してくださ

い。

起動日オプションを省略した場合、起動日は以下のように設定されます。

－ 消費電力出力テンプレートの場合

毎日を起動日として設定します。

－ サーバ起動テンプレート、サーバ停止テンプレート、バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプ

レートの場合

起動日は設定されません。
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時刻起動

登録するジョブネットの起動時刻を指定します。以下に示す 2 つのうち、どれか 1 つを指定します。

－ -time 起動時刻

起動時刻は 4 桁の数値“hhmm”で設定します。“hh”は“00 ～ 23”（時）、“mm”は“00 ～ 59”（分）の形式で設定

します。このオプションを省略した場合、起動時刻は設定されません。

－ -interval 一定間隔  【消費電力出力テンプレートのみ指定可能】

ジョブネットを一定の間隔で起動する場合に、起動時刻、終了時刻、および起動間隔を指定します。起動時刻

は“hhmm,hhmm,MM”で設定します。“hh”は“00 ～ 23”（時）、“mm”は“00 ～ 59”（分）、“MM”は“1 ～ 240”
(分)の形式で設定します。必ず「"」で囲んでください。

なお、起動時刻および終了時刻を指定する場合、登録済みの“日変わり時刻”に注意してください。日変わり時

刻をはさんで、起動時刻と終了時刻を設定することは出来ません。このオプションを省略した場合、一定間隔時

刻は指定されません。

-r デバイス名  【消費電力出力テンプレートのみ指定可能】

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition 画面の電力監視デバイスツリーに登録された“デバイス

名”を指定します。なお、デバイス名は 1 つしか指定できません。

-h サーバ名  【サーバ起動テンプレート、サーバ停止テンプレートのみ指定可能】

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition の[シャーシ一覧]画面の[シャーシ名]に登録されてい

る“物理 OS 名／VM ホスト名”を指定します。なお、サーバ名は 1 つしか指定できません。

-ip Storage 装置の IP アドレス  【バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレートのみ指定可能】

バックアップ先 Storage 装置(ETERNUS ディスクアレイ)の IP アドレスを指定します。

-raid RAID グループ番号  【バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレートのみ指定可能】

起動対象の RAID グループ番号を、16 進数で指定します。なお、RAID グループ番号は 1 つしか指定できません。

複数の RAID グループ番号を指定する場合は、必要に応じてジョブネットを増やしてください。

-str Storage サーバ名  【バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレートのみ指定可能】

Storage サーバ名を指定します。

-v 業務ボリューム名  【バックアップ運用テンプレートのみ指定可能】

業務ボリューム名を指定します。業務ボリューム名には、AdvancedCopy Manager デバイス名を指定してください。

-x デバイスマップファイル名  【バックアップ運用テンプレートのみ指定可能】

出力先バックアップボリュームを指定して(スナップショット型高速)バックアップを行うことを指定します。オペランドに

は、業務ボリュームと出力先バックアップボリュームの組を記述した、デバイスマップファイル名を指定します。

デバィスマップファイルの詳細については、“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書 13.3”の“デバイス

マップファイルの準備”を参照してください。

デバイスマップファイルは、バックアップを行う Storage サーバ上の任意の場所に作成します。-str で指定した Storage
サーバ上のデバイスマップファイル名を絶対パスで指定してください。デバイスマップファイル名には、各国語文字を

含めないでください。

-from 複写元ボリューム名  【レプリケーション運用テンプレートのみ指定可能】

複写元ボリューム名を指定します。

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager の複製ボリューム情報設定コマンド(swsrpsetvol)で設定した複製元ボリュー

ム、または、複製先ボリュームを指定します。

ボリューム名には AdvancedCopy Manager デバイス名を指定します。

-to 複写先ボリューム名  【レプリケーション運用テンプレートのみ指定可能】

複写先ボリューム名を指定します。

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager の複製ボリューム情報設定コマンド(swsrpsetvol)で設定した複製元ボリュー

ム、または、複製先ボリュームを指定します。
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ボリューム名には AdvancedCopy Manager デバイス名を指定します。

-sys サブシステム番号

複数サブシステム運用をしているシステムで、操作対象のサブシステムを指定するためのオプションです。操作対象

とするサブシステム番号を、0 から 9 の範囲で指定します。このオプションを省略した場合、サブシステム番号 0 が操

作対象となります。

 
復帰値

復帰値 意味

0 正常終了

1 異常終了

 
コマンド格納場所

Windows Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ

¥MpWalker.JM¥mpoptm¥ecotm¥SetJobnet

Solaris
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVoptm/ecotm/SetJobnet

 
実行に必要な権限／実行環境

システム管理者（Administrators グループに属するユーザ／スーパユーザ）の権限で実行できます。
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第 4 章 テンプレートリファレンス

この章では、エコ運用テンプレートのリファレンス情報について以下の構成で説明します。

・ エコ運用テンプレートのディレクトリ構成

エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下の初期状態を説明します。

・ ディレクトリとジョブネットの命名規約

エコ運用テンプレートを登録する際に作成されるジョブネットとテンプレートのディレクトリ名との関係について説明し

ます。

・ 消費電力出力テンプレート

消費電力出力テンプレートについて説明します。

・ サーバ起動テンプレート

サーバ起動テンプレートについて説明します。

・ サーバ停止テンプレート

サーバ停止テンプレートについて説明します。

・ バックアップ運用テンプレート

バックアップ運用テンプレートについて説明します。

・ レプリケーション運用テンプレート

レプリケーション運用テンプレートについて説明します。

4.1 エコ運用テンプレートのディレクトリ構成

エコ運用テンプレートは、解凍した時点で下図のディレクトリ構造になっています。

エコ運用テンプレート格納ディレクトリは以下です。

Windows Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ

¥MpWalker.JM¥mpoptm¥ecotm

Solaris
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVoptm/ecotm

エコ運用テンプレートディレクトリ構成図

・ Windows 版の場合
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・ Solaris、Linux for Itanium 版の場合

注 1)

readme*.txt は readme.txt(SJIS 版)、readme_euc.txt(EUC 版)、readme_utf8.txt(UTF-8 版)を表します。使用説明書で

す。
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このエコ運用テンプレート格納ディレクトリ配下の“get_el_pwr”、“sv_pwr_on”、“sv_pwr_off”、“disk_bkup”、“disk_repl”
ディレクトリは、テンプレートディレクトリのマスタとして使用されます。初期設定のままで運用する場合は、SetJobnet コマ

ンドによりこれらのディレクトリが自動的に別名でコピーされます。コピーされる場所は、マスタが配置されている場所と同

じであるエコ運用テンプレート格納ディレクトリ直下です。コピーにより作成されるディレクトリの名称については“テンプ

レートディレクトリ”を参照してください。

 注意

エコ運用テンプレート格納ディレクトリは、Systemwalker Operation Manager をアンインストールした時、削除されずに残

ります。

不要な場合は、手動で削除してください。

4.2 ディレクトリとジョブネットの命名規約

ここでは、それぞれ以下の場合について、登録されるジョブネットとエコ運用テンプレートのディレクトリ名の関係を説明し

ます。

・ 初期設定で登録する場合

提供するエコ運用テンプレートを、設定値やディレクトリ名を変更することなく登録して使用します。

・ 初期設定を変更して登録する場合

テンプレートファイルの設定値やディレクトリ名を変更して使用します。

 
ジョブネット名とジョブネット名称

初期設定で登録する場合

エコ運用テンプレートを初期設定のまま SetJobnet コマンドで登録して運用する場合、Systemwalker Operation Manager
に登録されるジョブネットのジョブネット名とジョブネット名称は以下になります。

消費電力出力テンプレート

ジョブネット名

GetEP+追番

ジョブネット名称

get_el_pwr_追番+起動日情報

サーバ起動テンプレート

ジョブネット名

SVon+追番

ジョブネット名称

sv_pwr_on_追番+起動日情報

サーバ停止テンプレート

ジョブネット名

SVoff+追番

ジョブネット名称

sv_pwr_off_追番+起動日情報
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バックアップ運用テンプレート

ジョブネット名

BKUP+追番

ジョブネット名称

disk_bkup_追番+起動日情報

レプリケーション運用テンプレート

ジョブネット名

REPL+追番

ジョブネット名称

disk_repl_追番+起動日情報

“追番”は 1 から 999 までの範囲の整数値で、同種のエコ運用テンプレートで使用されていない最小の値が割り振ら

れます。たとえば消費電力出力テンプレートを 10 回登録した場合、ジョブネットは“GetEP1”から“GetEP10”まで作成

されます。その中の“GetEP5”ジョブネットを削除した場合、次に消費電力出力テンプレートを登録すると作成される

ジョブネット名は“GetEP5”となります。この“追番”は後述する“テンプレートディレクトリ”においても同様です。

 例

消費電力出力テンプレートを登録した場合

1. 起動日を毎週月曜で登録

ジョブネット名は“GetEP1”

ジョブネット名称は“get_el_pwr_1 毎週月”

ecotm 配下にテンプレートディレクトリ“get_el_pwr_1”が作成されます。

2. 続いて、起動日を毎月１日で登録

ジョブネット名は“GetEP2”

ジョブネット名称は“get_el_pwr_2 毎月 1

ecotm 配下にテンプレートディレクトリ“get_el_pwr_2”が作成されます。
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“起動日情報”は、SetJobnet コマンド入力時に指定した起動日オプションによって設定されます。“-everyday”を指定

した場合の起動日情報は“毎日”、“-weekly FRI”の場合は“毎週金”、“-monthly LAST”の場合は“毎月末”となりま

す。

 注意

起動日を複数指定した場合、最初のひとつだけがジョブネット名称に付加されます。

例：-weekly "WED,FRI,SAT" の場合

ジョブネット名称は“get_el_pwr_1 毎週水”となります。

初期設定を変更して登録する場合

手動でコピーして変更したテンプレートディレクトリ名と、Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネット

のジョブネット名およびジョブネット名称との関係は以下のとおりです。

ジョブネット名

[-d ディレクトリのパス]オプションで指定したテンプレートディレクトリ名の先頭 8 バイトまで

ジョブネット名称

[-d ディレクトリのパス] オプションで指定したテンプレートディレクトリ名の先頭 15 バイトまで+起動日情報

 
テンプレートディレクトリ

初期設定で登録する場合

SetJobnet コマンドで[-d ディレクトリのパス]オプションを省略してテンプレートを登録すると、テンプレートディレクトリが

エコ運用テンプレート格納ディレクトリ下に自動的に作成されます。

テンプレートディレクトリには、ジョブネット情報(テンプレートファイルおよび各種定義ファイル)が格納されています。

－ Windows 版の場合は、以下の場所と名称になります。

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM
¥mpoptm¥ecotm¥テンプレート識別子_追番

－ Solaris、Linux for Itanium 版の場合は、以下の場所と名称になります。
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/var/opt/FJSVoptm/ecotm/テンプレート識別子_追番

テンプレート識別子

消費電力出力テンプレート：get_el_pwr

サーバ起動テンプレート：sv_pwr_on

サーバ停止テンプレート：sv_pwr_off

バックアップ運用テンプレート：disk_bkup

レプリケーション運用テンプレート：disk_repl

“追番”については“ジョブネット名とジョブネット名称”を参照してください。

初期設定を変更して登録する場合

初期設定を変更する場合は、手動でテンプレートディレクトリを任意の場所に作成します。テンプレートディレクトリを

作成するには、エコ運用テンプレートをディレクトリごと任意の場所にコピーし、以下の規約に従ってディレクトリ名を

変更する必要があります。

－ ディレクトリ名の先頭 8 バイトが、使用している他のテンプレートディレクトリ名と重複しないこと

－ ディレクトリ名は半角英数と“_”(半角アンダーバー)だけを使用すること

SetJobnet コマンドでテンプレートを登録するとき、作成したテンプレートディレクトリのパスを[-d ディレクトリのパス] オ
プションで指定します。

4.3 消費電力出力テンプレート【Windows 版】

サーバの現時点での電力消費量をグラフ化表示させる場合に本テンプレートを使用します。

4.3.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_get_el_pwr.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager に消費電力出力ジョブネットを登録する際に使用します。

消費電力出力ジョブネットを実行すると、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition 上で電力監視デバイス

(PDU または UPS)として登録したデバイス名の消費電力の監視を行うことができます。

なお、SetJobnet コマンドでジョブネットを登録するとき、電力監視デバイス名は 1 つしか指定することができません。その

ため、例えば、他に監視する電力監視デバイスが 3 つ存在する場合、消費電力出力ジョブネットは他に 3 つ必要です。

 ポイント

消費電力出力テンプレートを使用する際には、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition のクライアント

画面から、[ツール]－[オプション]－[環境データ]を選択し、“電力”のチェックボックスにチェックを入れてください。同

チェックボックスにチェックがされていないと、最新の電力情報は収集されません。もし、消費電力出力ジョブネットを実行

しても、最新の電力値が Systemwalker Service Quality Coordinator のレポート画面にプロットされなければ、“電力”の

チェックボックスにチェックがされているか確認してください。

また、ジョブネットの起動間隔を 5 分以下で実行する際は、[ツール]－[オプション]－[環境データ]のポーリング間隔

を“5”分以下に設定してください。もし、ポーリング間隔が“5”分の設定の場合、Systemwalker Operation Manager で 1
分間隔で実行しても、5 分間は同じデータが採取されますので、注意してください。
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 参考

消費電力の出力値の単位は、W（ワット）です。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_get_el_pwr.txt の初期設定

NET
jobnetname GetEP
jobnetcomment get_el_pwr
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 3
;
JOB
jobname get.bat
jobnumber 1
jobcomment get_elpwr
;
JOB
jobname conv.bat
jobnumber 2
jobcomment convert
pre_job 1
;
JOB
jobname str.bat
jobnumber 3
jobcomment store_pdb
pre_job 2
;

変更可能な設定値

ジョブのコメント（jobcomment）

 
初期設定から変更したい場合

ジョブのコメントを変更したい場合は、テンプレートファイル（omgr_get_el_pwr.txt）を初期設定から変更して登録します。

ジョブネット登録前に以下の手順を行ってください。

1. 消費電力出力テンプレートのディレクトリを任意の場所にコピーします。（消費電力出力テンプレートのディレクトリ

は、ecotm ディレクトリの直下にあります。）

 注意

コピー先ディレクトリ名には、半角英数字を使用してください。

2. コピー先ディレクトリ内のテンプレートファイルを編集します。

3. SetJobnet コマンドを用いてジョブネットを登録します。“-d”オプションを用いて、コピー先ディレクトリを指定します。

なお、登録するジョブネットのジョブネット名およびジョブネット名称は、以下のようになります。
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ジョブネット名

コピー先ディレクトリ名の先頭 8 文字になります。

ジョブネット名称

コピー先ディレクトリ名の先頭 15 文字に起動日情報を付加したものになります。

 例

ディレクトリ名 CopyGetElPwr、起動日毎週月曜で登録した場合

ジョブネット名：CopyGetE

ジョブネット名称：CopyGetElPwr 毎週月

 注意

既に登録されたジョブネットと先頭 8 文字が等しくならないように注意してください。

4.4 サーバ起動テンプレート【Windows 版】

指定したサーバを起動する場合に本テンプレートを使用します。

サーバ起動ジョブネットを実行すると、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition で登録した“物理 OS 名

／VM ホスト名”を起動します。

4.4.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_sv_pwr_on.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にサーバ起動ジョブネットを登録する際に使用します。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_sv_pwr_on.txt の初期設定

NET
jobnetname SVon
jobnetcomment SV_pwr_on
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname SVon.bat
jobnumber 1
jobcomment server_start
;
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変更可能な設定値

ジョブのコメント（jobcomment）

 
初期設定から変更したい場合

ジョブのコメントを変更したい場合は、テンプレートファイル（omgr_sv_pwr_on.txt）を初期設定から変更して登録します。

ジョブネット登録前に以下の手順を行ってください。

1. サーバ起動テンプレートのディレクトリを任意の場所にコピーします。（サーバ起動テンプレートのディレクトリは、ecotm
ディレクトリの直下にあります。）

 注意

コピー先ディレクトリ名には、半角英数字を使用してください。

2. コピー先ディレクトリ内のテンプレートファイルを編集します。

3. SetJobnet コマンドを用いてジョブネットを登録します。“-d”オプションを用いて、コピー先ディレクトリを指定します。

なお、登録するジョブネットのジョブネット名およびジョブネット名称は、以下のようになります。

ジョブネット名

コピー先ディレクトリ名の先頭 8 文字になります。

ジョブネット名称

コピー先ディレクトリ名の先頭 15 文字に起動日情報を付加したものになります。

 例

ディレクトリ名 CopySVon、起動日毎週月曜で登録した場合

ジョブネット名：CopySVon

ジョブネット名称：CopySVon 毎週月

 注意

既に登録されたジョブネットと先頭 8 文字が等しくならないように注意してください。

4.4.2 注意事項

・ “jobname”で設定したスクリプトは、指定したサーバ(物理 OS 名／VM ホスト名)を起動するスクリプトです。

・ VM ホストの起動の際に、VM ゲストも自動的に起動させたい場合は、VMware の管理画面から、仮想マシンの起動

の設定を行います。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

・ 本コマンドを実行した場合、電源の状態変化を待たずに復帰します。

電源の状態については、“Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition 運用ガイド”の“電源操作”の注

意を参照し、確認してください。

4.5 サーバ停止テンプレート【Window 版】

指定したサーバを停止する場合に本テンプレートを使用します。
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サーバ停止ジョブネットを実行すると、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition で登録した“物理 OS 名

／VM ホスト名”を停止します。

4.5.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_sv_pwr_off.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にサーバ停止ジョブネットを登録する際に使用します。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_sv_pwr_off.txt の初期設定

NET
jobnetname SVoff
jobnetcomment SV_pwr_off
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname SVof.bat
jobnumber 1
jobcomment server_stop
;

変更可能な設定値

ジョブのコメント（jobcomment）

 
初期設定から変更したい場合

ジョブのコメントを変更したい場合は、テンプレートファイル（omgr_sv_pwr_off.txt）を初期設定から変更して登録します。

ジョブネット登録前に以下の手順を行ってください。

1. サーバ停止テンプレートのディレクトリを任意の場所にコピーします。（サーバ停止テンプレートのディレクトリは、ecotm
ディレクトリの直下にあります。）

 注意

コピー先ディレクトリ名には、半角英数字を使用してください。

2. コピー先ディレクトリ内のテンプレートファイルを編集します。

3. SetJobnet コマンドを用いてジョブネットを登録します。“－d”オプションを用いて、コピー先ディレクトリを指定しま

す。

なお、登録するジョブネットのジョブネット名およびジョブネット名称は、以下のようになります。

ジョブネット名

コピー先ディレクトリ名の先頭 8 文字になります。
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ジョブネット名称

コピー先ディレクトリ名の先頭 15 文字に起動日情報を付加したものになります。

 例

ディレクトリ名 CopySVoff、起動日毎週月曜で登録した場合

ジョブネット名：CopySVof

ジョブネット名称：CopySVoff 毎週月

 注意

既に登録されたジョブネットと先頭 8 文字が等しくならないように注意してください。

4.5.2 注意事項

・ “jobname”で設定したスクリプトは、指定したサーバ(物理 OS 名／VM ホスト名)を停止するスクリプトです。

・ VM ホストの停止を行った場合、その上で動作している VM ゲストも同時に停止します。

あらかじめ、VM ゲストが停止しても問題がないことを確認してから、VM ホストを停止してください。

・ 本コマンドを実行した場合、電源の状態変化を待たずに復帰します。

電源の状態については、“Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition 運用ガイド”の“電源操作”の注

意を参照し、確認してください。

・ VM ホストのシャットダウンの際に、VM ゲストも自動的にシャットダウンさせたい場合は、VMware の管理画面から、

仮想マシンのシャットダウンの設定を行います。詳細については、VMware のマニュアルを参照してください。

4.6 バックアップ運用テンプレート

ディスクの回転の ON/OFF を自動制御してバックアップを行う場合に本テンプレートを使用します。

4.6.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_disk_bkup.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にバックアップ運用ジョブネットを登録する際に使用します。

ETERNUS ディスクアレイのスナップショット型高速バックアップ(OPC(One Point Copy))を利用してバックアップを行いま

す。

バックアップ運用ジョブネットを起動すると、バックアップ先 Storage 装置(ETERNUS ディスクアレイ)の RAID のディスク

回転を起動させ、バックアップ処理終了後にディスクを停止させる自動運転を実現します。
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テンプレートファイルの設定値

omgr_disk_bkup.txt の初期設定

NET
jobnetname BKUP
jobnetcomment disk_bkup
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 3
;
JOB
jobname DKon.swt
jobnumber 1
jobcomment disk_on
;
JOB
jobname bkup.swt
jobnumber 2
jobcomment disk_backup
pre_job 1
;
JOB
jobname DKof.swt
jobnumber 3
jobcomment disk_off
pre_job 2
;

変更可能な設定値

ジョブのコメント（jobcomment）

 
初期設定から変更したい場合

ジョブのコメントを変更したい場合は、テンプレートファイル（omgr_disk_bkup.txt）を初期設定から変更して登録します。

ジョブネット登録前に以下の手順を行ってください。

1. バックアップ運用テンプレートのディレクトリを任意の場所にコピーします。（バックアップ運用テンプレートのディレ

クトリは、ecotm ディレクトリの直下にあります。）

 注意

コピー先ディレクトリ名には、半角英数字を使用してください。

2. コピー先ディレクトリ内のテンプレートファイルを編集します。

3. SetJobnet コマンドを用いてジョブネットを登録します。“－d”オプションを用いて、コピー先ディレクトリを指定しま

す。

なお、登録するジョブネットのジョブネット名およびジョブネット名称は、以下のようになります。

ジョブネット名

コピー先ディレクトリ名の先頭 8 文字になります。

ジョブネット名称

コピー先ディレクトリ名の先頭 15 文字に起動日情報を付加したものになります。
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 例

ディレクトリ名 CopyDiskBackUp、起動日毎週金曜で登録した場合

ジョブネット名：CopyDisk

ジョブネット名称：CopyDiskBackUp 毎週金

 注意

既に登録されたジョブネットと先頭 8 文字が等しくならないように注意してください。

4.6.2 注意事項

・ RAID グループを構成しているディスクの起動・停止の制御を実施するには、RAID グループのエコモードを ON に
する必要があります。RAID グループのエコモードを ON にする手順は、“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 ユー

ザーズガイド”の“エコモードの操作方法”を参照してください。

・ バックアップ先に利用する RAID グループの状態によって、直ちにディスクが停止しない場合があります。

－ OPC の物理コピー中

OPC の物理コピー中の場合、物理コピーが完了し、一定時間が経過したあとに停止します。

－ ディスクへアクセス中

テープへのバックアップなどで、バックアップ先 RAID グループのディスクへのアクセスがある場合、アクセスが

なくなった状態が一定時間経過したあとに停止します。

上記以外の状態でも、ディスクが停止しない場合があります。詳細は、“ETERNUS SF Storage Cruiser ユーザーズガ

イド”の“ディスク制御コマンド（storageadm spindle）”の注意を参照し、確認してください。

※本テンプレートでは、ディスクドライブの起動および停止を、“storageadm spindle”コマンドを呼び出し、実行してい

ます。

・ バックアップに失敗した場合は、“ETERNUS SFAdvancedCopy Manager 運用手引書”の“複製作成コマンド

(swstbackup)”の注意を参照し、確認してください。

※本テンプレートでは、バックアップを、“swstbackup”コマンドを呼び出し、実行しています。

4.7 レプリケーション運用テンプレート

ディスクの回転の ON/OFF を自動制御して複写元ボリュームから複写先ボリュームに複製を作成する場合に本テンプ

レートを使用します。

4.7.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_disk_repl.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にレプリケーション運用ジョブネットを登録する際に使用します。

ETERNUS ディスクアレイのスナップショット型高速レプリケーション(OPC(One Point Copy))機能を用いて、複写元ボリュー

ムから複写先ボリュームに複製を作成します。
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レプリケーション運用ジョブネットを起動すると、複写先 Storage 装置(ETERNUS ディスクアレイ)の RAID のディスク回転

を起動させ、レプリケーション処理終了後にディスクを停止させる自動運転を実現します。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_disk_repl.txt の初期設定

NET
jobnetname REPL
jobnetcomment disk_repl
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 3
;
JOB
jobname DKon.swt
jobnumber 1
jobcomment disk_on
;
JOB
jobname repl.swt
jobnumber 2
jobcomment disk_replication
pre_job 1
;
JOB
jobname DKof.swt
jobnumber 3
jobcomment disk_off
pre_job 2
;

変更可能な設定値

ジョブのコメント（jobcomment）

 
初期設定から変更したい場合

ジョブのコメントを変更したい場合は、テンプレートファイル（omgr_disk_repl.txt）を初期設定から変更して登録します。

ジョブネット登録前に以下の手順を行ってください。

1. レプリケーション運用テンプレートのディレクトリを任意の場所にコピーします。（レプリケーション運用テンプレート

のディレクトリは、ecotm ディレクトリの直下にあります。）

 注意

コピー先ディレクトリ名には、半角英数字を使用してください。

2. コピー先ディレクトリ内のテンプレートファイルを編集します。

3. SetJobnet コマンドを用いてジョブネットを登録します。“－d”オプションを用いて、コピー先ディレクトリを指定しま

す。

なお、登録するジョブネットのジョブネット名およびジョブネット名称は、以下のようになります。

ジョブネット名

コピー先ディレクトリ名の先頭 8 文字になります。
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ジョブネット名称

コピー先ディレクトリ名の先頭 15 文字に起動日情報を付加したものになります。

 例

ディレクトリ名 CopyReplication、起動日毎週金曜で登録した場合

ジョブネット名：CopyRepl

ジョブネット名称：CopyReplication 毎週金

 注意

既に登録されたジョブネットと先頭 8 文字が等しくならないように注意してください。

4.7.2 注意事項

・ RAID グループを構成しているディスクの起動・停止の制御を実施するには、RAID グループのエコモードを ON に
する必要があります。RAID グループのエコモードを ON にする手順は、“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 ユー

ザーズガイド”の“エコモードの操作方法”を参照してください。

・ 複写先に利用する RAID グループの状態によって、直ちにディスクが停止しない場合があります。

－ OPC の物理コピー中

OPC の物理コピー中の場合、物理コピーが完了し、一定時間が経過したあとに停止します。

－ ディスクへアクセス中

テープへのバックアップなどで、バックアップ先 RAID グループのディスクへのアクセスがある場合、アクセスが

なくなった状態が一定時間経過したあとに停止します。

上記以外の状態でも、ディスクが停止しない場合があります。詳細は、“ETERNUS SF Storage Cruiser ユーザーズガ

イド”の“ディスク制御コマンド（storageadm spindle）”の注意を参照し、確認してください。

※本テンプレートでは、ディスクドライブの起動および停止を、“storageadm spindle”コマンドを呼び出し、実行してい

ます。

・ 複写に失敗した場合は、“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager 運用手引書”の“複製作成コマンド(swsrpmake)”
の注意を参照し、確認してください。

※本テンプレートでは、複製作成を、“swsrpmake”コマンドを呼び出し、実行しています。
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第 5 章 メッセージリファレンス

本章では、Systemwalker Operation Manager でエコ運用テンプレートを使用した際に表示されるメッセージについて記

載します。

5.1 コマンド入力時のエラーメッセージ

エコ運用テンプレートを登録する SetJobnet コマンドを入力した際に、表示されるエラーメッセージについて説明します。

下記以外のメッセージ、MpJobsch: ERROR が出力された場合は“メッセージ説明書”の“ジョブスケジューラコマンドの出

力メッセージ”を参照してください。

 
プロジェクト名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

プロジェクト名が指定されていません。

 
【対処方法】

プロジェクト名を指定してください。

 
テンプレート識別子が間違っています。

 
【メッセージの意味】

不正なテンプレート識別子が指定されました。

 
【対処方法】

正しいテンプレート識別子を指定してください。

 
オプションが間違っています。

 
【メッセージの意味】

不正なオプションが指定されました。

 
【対処方法】

正しいオプションを指定してください。

 
テンプレートファイル[%1]がありません。

 
【メッセージの意味】

テンプレートファイルが見つかりませんでした。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名

 
【対処方法】

テンプレートディレクトリにファイルが存在していることを確認してください。

 
ジョブネットの登録に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

ジョブネットの登録に失敗しました。
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【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ [-d ディレクトリ名]で指定したテンプレートディレクトリ名の先頭 8 バイトが、他のテンプレートディレクトリ名の先頭 8
バイトと重複しています。重複しないようディレクトリ名を変更してください。

・ すでに同じジョブネットが登録されています。再登録したい場合は、登録してあるジョブネットを削除してください。

・ 存在しないプロジェクト名が指定されました。プロジェクト名を正しく指定してください。

・ 存在しないサブシステム番号が指定されました。サブシステム番号を正しく指定してください。

・ リモートデスクトップ(ターミナルサービスのクライアント)上での動作には対応していません。Operation Manager サー

バがインストールされたマシンからコマンドを入力してください。

 
時間が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

[-time 起動時間] 、[-interval "hhmm,hhmm,MM"]オプションにおいて、時間が指定されませんでした。

 
【対処方法】

・ [-time hhmm]で起動時間を指定してください。

・ [-interval "hhmm,hhmm,MM"]で起動時間、終了時間、起動間隔の指定範囲（1 ～ 240(分)）を指定してください。

 
時間が間違っています。

 
【メッセージの意味】

時間として不適切な数字が指定されました。

 
【対処方法】

・ [-time hhmm]で起動時間を指定してください。

・ [-interval "hhmm,hhmm,MM"]で起動時間、終了時間、起動間隔の指定範囲を指定してください。

hhmm は 4 桁の整数値です。hh は 0 ～ 23、mm は 0 ～ 59 を指定してください。

MM は 1 ～ 240(分)までの値を指定してください。

 
サブシステム番号が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

-sys を指定しているのに、サブシステム番号が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-sys サブシステム番号]を指定してください。

 
サブシステム番号が間違っています。

 
【メッセージの意味】

[-sys サブシステム番号]で、サブシステム番号に不正な値が指定されました。

 
【対処方法】

サブシステム番号には 0 から 9 までの整数を指定してください。

 
日が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

[起動日]オプションの[-monthly DD]オプションを指定しているのに、起動日“DD”が指定されませんでした。
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【対処方法】

[-monthly DD]オプションで、DD を指定します。DD は 1 ～ 31 の範囲の整数、または LAST のみ指定できます。正しい

値を指定してください。

 
日が間違っています。

 
【メッセージの意味】

[起動日]オプションの[-monthly DD]オプションにおいて、起動日“DD”に不正な値が指定されました。

 
【対処方法】

[-monthly DD]オプションでは、DD は 1 ～ 31 の範囲の整数、または LAST のみ指定できます。正しい値を指定してく

ださい。

 
曜日が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

[起動日]オプションの[-weekly WWW]オプションにおいて、起動日の曜日“WWW”が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-weekly WWW]オプションでは、WWW を“SUN”“MON”“TUE”“WED”“THU”“FRI”“SAT”で指定します。

 
曜日が間違っています。

 
【メッセージの意味】

[起動日]オプションの[-weekly WWW]オプションにおいて、起動日の曜日“WWW”に不正な値が指定されました。

 
【対処方法】

[-weekly WWW]オプションでは、WWW を“SUN”“MON”“TUE”“WED”“THU”“FRI”“SAT”で指定します。

複数指定時には、ダブルクォーテーションでくくってカンマ区切りで指定します。(-weekly "MON,WED,FRI")

 
起動日の指定が間違っています。

 
【メッセージの意味】

[起動日]オプションが複数指定されました。

 
【対処方法】

[-everyday] オプションか[-monthly DD] オプションか[-weekly WWW] オプションのどれかひとつを指定してください。

 
ディレクトリが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

[-d ディレクトリのパス]オプションにおいて、“ディレクトリのパス”が指定されませんでした。

 
【対処方法】

ディレクトリのパスを指定してください。

 
ディレクトリ[%1]が存在していません。

 
【メッセージの意味】

指定したテンプレートディレクトリが存在しません。

 
【パラメタの意味】

%1:ディレクトリ名
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【対処方法】

指定するテンプレートディレクトリをコピー作成してから実行してください。

 
登録できるジョブネット数を超えました。

 
【メッセージの意味】

登録できるジョブネットの最大値(999)を超えました。

 
【対処方法】

初期設定のまま運用する場合、ひとつのエコ運用テンプレートに対してジョブネットは 999 までしか登録できません。

ジョブネットの登録数は 999 までにしてください。

それ以上のジョブネット数を運用したい場合は、テンプレートをコピーして違う名前をつけて使用してください。

 
テンプレート識別子が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

テンプレート識別子が指定されませんでした。

 
【対処方法】

テンプレート識別子を指定してください。

 
デバイス名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

消費電力出力テンプレートにおいて、

・ [-r デバイス名]が指定されませんでした。

・ 引数(-r)を指定しているのにデバイス名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-r デバイス名]を指定してください。

 
サーバ名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

サーバ起動テンプレート・サーバ停止テンプレートにおいて、

・ [-h サーバ名]が指定されませんでした。

・ 引数(-h)を指定しているのにサーバ名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-h サーバ名]を指定してください。

サーバ名には、Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition の[シャーシ一覧]画面の[シャーシ名]に登録

されている“物理 OS 名”または“VM ホスト名”を指定します。なお、サーバ名は一つしか指定できません。

 
引数(-r)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

消費電力出力テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-r)が指定されました。

 
【対処方法】

消費電力出力テンプレート以外のテンプレートでは、[-r デバイス名]は指定できません。[-r デバイス名]オプションは指

定しないでください。
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引数(-h)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

サーバ起動テンプレート、サーバ停止テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-h)が指定されました。

 
【対処方法】

サーバ起動テンプレート、サーバ停止テンプレート以外のテンプレートでは、[-h サーバ名]は指定できません。[-h サー

バ名]オプションは指定しないでください。

 
引数(-ip)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-ip)が指定されまし

た。

 
【対処方法】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-ip Storage 装置の IP アドレ

ス]は指定できません。[-ip Storage 装置の IP アドレス]オプションは指定しないでください。

 
引数(-raid)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-raid)が指定されま

した。

 
【対処方法】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-raid RAID グループ番号]
は指定できません。[-raid RAID グループ番号]オプションは指定しないでください。

 
Storage 装置の IP アドレスが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート・レプリケーション運用テンプレートにおいて、

・ [-ip Storage 装置の IP アドレス]が指定されませんでした。

・ 引数(-ip)を指定しているのに、Storage 装置の IP アドレスが指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-ip Storage 装置の IP アドレス]を指定してください。

Storage 装置の IP アドレスには、バックアップ先 Storage 装置(ETERNUS ディスクアレイ)の IP アドレスを指定します。

 
RAID グループ番号が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート・レプリケーション運用テンプレートにおいて、

・ [-raid RAID グループ番号]が指定されませんでした。

・ 引数(-raid)を指定しているのに、RAID グループ番号が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-raid RAID グループ番号]を指定してください。

RAID グループ番号には、起動対象の RAID グループ番号を指定します。
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Storage サーバ名が指定されていません。
 

【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート・レプリケーション運用テンプレートにおいて、

・ [-str Storage サーバ名]が指定されませんでした。

・ 引数(-str)を指定しているのに、Storage サーバ名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-str Storage サーバ名]を指定してください。

 
業務ボリューム名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレートにおいて、

・ [-v 業務ボリューム名]が指定されませんでした。

・ 引数(-v)を指定しているのに、業務ボリューム名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-v 業務ボリューム名]を指定してください。

 
デバイスマップファイル名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレートにおいて、

・ [-x デバイスマップファイル名]が指定されませんでした。

・ 引数(-x)を指定しているのに、デバイスマップファイル名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-x デバイスマップファイル名]を指定してください。

 
引数(-str)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-str)が指定されま

した。

 
【対処方法】

バックアップ運用テンプレート、レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-str Storage サーバ名]は指

定できません。[-str Storage サーバ名]オプションは指定しないでください。

 
引数(-v)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-v)が指定されました。

 
【対処方法】

バックアップ運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-v 業務ボリューム名]は指定できません。[-v 業務ボリューム名]
オプションは指定しないでください。

 
引数(-x)は指定できません。
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【メッセージの意味】

バックアップ運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-x)が指定されました。

 
【対処方法】

バックアップ運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-x デバイスマップファイル名]は指定できません。[-x デバイス

マップファイル名]オプションは指定しないでください。

 
複写元ボリューム名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

レプリケーション運用テンプレートにおいて、

・ [-from 複写元ボリューム名]が指定されませんでした。

・ 引数(-from)を指定しているのに、複写元ボリューム名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-from 複写元ボリューム名]を指定してください。

 
複写先ボリューム名が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

レプリケーション運用テンプレートにおいて、

・ [-to 複写先ボリューム名]が指定されませんでした。

・ 引数(-to)を指定しているのに、複写先ボリューム名が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-to 複写先ボリューム名]を指定してください。

 
引数(-from)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-from)が指定されました。

 
【対処方法】

レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-from 複写元ボリューム名]は指定できません。[-from 複写

元ボリューム名]オプションは指定しないでください。

 
引数(-to)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-to)が指定されました。

 
【対処方法】

レプリケーション運用テンプレート以外のテンプレートでは、[-to 複写先ボリューム名]は指定できません。[-to 複写先ボ

リューム名]オプションは指定しないでください。

5.2 実行結果のメッセージ表示

5.2.1 消費電力出力テンプレート

下記以外のメッセージが出力された場合は、以下のマニュアルを参照してください。

・ ジョブ名[get.bat]で、異常終了した場合
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“Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition メッセージ集”

・ ジョブ名[str.bat]で、異常終了した場合

－ Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.2.0 以前の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator ユーザーズガイド”

－ Systemwalker Service Quality Coordinator のバージョンが V13.3.0 以降の場合

“Systemwalker Service Quality Coordinator リファレンスマニュアル”

 
実行ファイルが見つかりません。

 
【メッセージの意味】

ジョブを実行するにあたり、必要な実行ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

以下の製品がインストールされているか、確認してください。

1. get.bat ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition

2. str.bat ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

Systemwalker Service Quality Coordinator

 
消費電力データの取得に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

消費電力データが採取されませんでした。

 
【対処方法】

以下のファイルが存在するか確認してください。

・ エコ運用テンプレートインストール先ディレクトリ¥テンプレートディレクトリ¥data.csv

存在する場合は、同ファイルが壊れている可能性があります。同ファイルを削除した後、再度ジョブネットを実行してくだ

さい。

存在しない場合は、以下を確認してください。

・ ジョブが以下の順番で配列されているか。

“conv.bat”ジョブの前に“get.bat”ジョブが存在しない場合は、本エラーメッセージが出力される可能性があります。そ

の場合は、再度、SetJobnet コマンドでジョブネットを再登録してください。

 
ユーザデータファイルのオープンに失敗しました。
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【メッセージの意味】

ユーザデータファイルのオープンに失敗しました。

 
【対処方法】

以下のファイルが壊れている可能性があります。その場合は、同ファイルを削除後、再度ジョブネットを実行してください。

・ エコ運用テンプレートインストール先ディレクトリ¥テンプレートディレクトリ¥output.csv

 
ユーザデータファイルの書き込みに失敗しました。

 
【メッセージの意味】

ユーザデータファイルの書き込みに失敗しました。

 
【対処方法】

以下のファイルが壊れている可能性があります。その場合は、同ファイルを削除後、再度ジョブネットを実行してください。

・ エコ運用テンプレートインストール先ディレクトリ¥テンプレートディレクトリ¥output.csv

5.2.2 サーバ起動／停止テンプレート

下記以外のエラーメッセージが出力された場合は、“Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition メッセー

ジ集”を参照してください。

 
実行ファイルが見つかりません。

 
【メッセージの意味】

ジョブを実行するにあたり、必要な実行ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

Systemwalker Resource Coordinator Virtual server Edition がインストールされているか、確認してください。

5.2.3 バックアップ運用テンプレート

下記以外のメッセージが出力された場合は、以下のマニュアルを参照してください。

・ ジョブ名[DKon.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 メッセージ説明書”

・ ジョブ名[bkup.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager メッセージ説明書”

・ ジョブ名[DKof.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 メッセージ説明書”

 
実行ファイルが見つかりません。

 
【メッセージの意味】

ジョブを実行するにあたり、必要な実行ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

以下の製品がインストールされているか、確認してください。

1. DKon.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF Storage Cruiser
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2. bkup.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

3. DKof.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF Storage Cruiser

5.2.4 レプリケーション運用テンプレート

下記以外のメッセージが出力された場合は、以下のマニュアルを参照してください。

・ ジョブ名[DKon.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 メッセージ説明書”

・ ジョブ名[repl.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF AdvancedCopy Manager メッセージ説明書”

・ ジョブ名[DKof.swt]で、異常終了した場合

“ETERNUS SF Storage Cruiser 13.3 メッセージ説明書”

 
実行ファイルが見つかりません。

 
【メッセージの意味】

ジョブを実行するにあたり、必要な実行ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

以下の製品がインストールされているか、確認してください。

1. DKon.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF Storage Cruiser

2. repl.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager

3. DKof.swt ジョブで同エラーメッセージが出力されたとき

ETERNUS SF Storage Cruiser

- 66 -


	表紙
	まえがき
	目　次
	第1章 概要
	1.1 エコ運用とは
	1.1.1 サーバの電力消費量の見える化
	1.1.2 サーバの電源ON／OFFの自動化
	1.1.3 ディスクの回転ON／OFFの自動化

	1.2 サポートする環境
	1.3 必要なハードウェア・ソフトウェア

	第2章 運用方法
	2.1 サーバの電力消費量の見える化【Windows版】
	2.1.1 動作環境
	2.1.2 テンプレートの準備
	2.1.3 テンプレートの登録
	2.1.4 実行結果の確認
	2.1.5 運用例：毎日00時00分～23時59分の間に10分間隔でサーバの電力値を収集し、Systemwalker Service Quality Coordinator のレポート画面から参照する

	2.2 サーバの電源ON／OFFの自動化【Windows版】
	2.2.1 動作環境
	2.2.2 テンプレートの準備
	2.2.3 テンプレートの登録
	2.2.4 実行結果の確認
	2.2.5 運用例1：対象サーバ上の業務の終了を待ってからサーバを停止する
	2.2.6 運用例2：毎週月～金の朝8:00にサーバを起動する

	2.3 ディスクの回転ON／OFFの自動化
	2.3.1 動作環境
	2.3.2 テンプレートの準備
	2.3.3 テンプレートの登録
	2.3.4 実行結果の確認
	2.3.5 運用例1：毎日1:00にディスクのバックアップを行う
	2.3.6 運用例2：対象サーバ上の業務の終了を待ってからディスクのレプリケーションを行う


	第3章 コマンドリファレンス
	3.1 SetJobnet エコ運用テンプレート登録コマンド

	第4章 テンプレートリファレンス
	4.1 エコ運用テンプレートのディレクトリ構成
	4.2 ディレクトリとジョブネットの命名規約
	4.3 消費電力出力テンプレート【Windows版】
	4.3.1 テンプレートファイル

	4.4 サーバ起動テンプレート【Windows版】
	4.4.1 テンプレートファイル
	4.4.2 注意事項

	4.5 サーバ停止テンプレート【Window版】
	4.5.1 テンプレートファイル
	4.5.2 注意事項

	4.6 バックアップ運用テンプレート
	4.6.1 テンプレートファイル
	4.6.2 注意事項

	4.7 レプリケーション運用テンプレート
	4.7.1 テンプレートファイル
	4.7.2 注意事項


	第5章 メッセージリファレンス
	5.1 コマンド入力時のエラーメッセージ
	5.2 実行結果のメッセージ表示
	5.2.1 消費電力出力テンプレート
	5.2.2 サーバ起動／停止テンプレート
	5.2.3 バックアップ運用テンプレート
	5.2.4 レプリケーション運用テンプレート



