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本書の目的

本書は、Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降に運用テンプレートを適用し、システムを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 に運用テンプレートを適用してシステムを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～ 6 章で構成されています。

第 1 章 概要

運用テンプレートの概要を説明しています。

第 2 章 運用テンプレートの使用方法

運用テンプレートの登録方法を説明しています。

第 3 章 コマンド

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 運用テンプレートのリファレンス

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 運用例

運用テンプレートを使用した運用例を説明しています。

第 6 章 メッセージ一覧

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。
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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。

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
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－ 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 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
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－ 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

・ 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。

 
商標について

APC、PowerChute は、AMERICAN POWER CONVERSION 社の登録商標です。

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。
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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。

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。

R/3 および SAP は、SAP AG の登録商標です。

Tcl/Tk は、カリフォルニア大学、Sun Microsystems,Inc.、Scriptics 社他が作成したフリーソフトです。

UNIX は、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。

UXP、Systemwalker、Interstage、GLOVIA は富士通株式会社の登録商標です。

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。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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第 1 章 概要

本章では、Systemwalker Operation Manager で使用する運用テンプレートの概要を説明します。

1.1 運用テンプレートとは

運用テンプレートは、システムの運用作業を自動化、定型化するためのテンプレートです。運用テンプレートを Systemwalker
Operation Manager に登録するだけで、今まで、人に依存していた運用作業が、簡単に自動でできるようになります。

Systemwalker Operation Manager を利用することで、様々な運用作業を自動化することができます。

運用テンプレートを利用することで、より簡単に以下のような毎日の運用作業を自動化することができます。

毎日の作業だけでなく、実行する日を毎週、毎月と設定することもできます。

毎週金曜日に OS の設定をバックアップする、毎月末にリブートする、といった定期的な運用が可能です。

1.2 運用テンプレートを使ってどんなことができるか

Systemwalker Operation Manager は、以下の運用テンプレートを提供しています。

・ シャットダウンテンプレート

  自動でシステムを停止する場合に使用します。

毎日、毎週、毎月の決まった時間、自動的にコンピュータの電源を切断することができます。

・ リブートテンプレート

  自動でシステムを再起動する場合に使用します。

シャットダウンテンプレートと同様に、定期的にコンピュータを再起動することができます。
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自動的にリブートするため、オペレータが操作する必要がなくなります。

・ ログ管理テンプレート

  システム（OS）のログを定期的にバックアップする場合に使用します。

毎日、毎週、毎月の決まった時間に、自動的に、あらかじめ指定したバックアップ先ディレクトリにログファイルを保存

することができます。

過去のログが確実に保存されるため、トラブル調査等で有効に利用できます。

・ 定義バックアップテンプレート

  システム（OS）の設定を定期的にバックアップする場合に使用します。

ログ管理テンプレートと同様に、定期的にあらかじめ指定したバックアップ先ディレクトリに設定ファイルを保存するこ

とができます。

過去のシステム（OS）の設定が確実に保存されるため、システム（OS）の設定を変更する前の状態に戻す際に有効

に利用できます。
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ログ管理テンプレートおよび定義バックアップテンプレートでは、バックアップしたディレクトリやファイルに関して、保

存する世代数を指定することができます。

指定した世代数を超えると、古いファイルから自動的に破棄されていきます。こうして保存する世代数を指定すること

で、バックアップ対象を効率的に管理できます。

保存する世代数およびバックアップ先ディレクトリは、バックアップするファイルやディレクトリごとに設定することがで

きます。

・ PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレート

  Systemwalker Operation Manager から PRIMEQUEST の電源の投入/切断を行います。消費電力低減などの目的

で、PRIMEQUEST の電源投入/切断をスケジューリングして自動化したい場合に使用します。

Systemwalker Operation Manager 管理サーバでスケジューリングされたジョブネットからコマンドで PRIMEQUEST の

MMB にアクセスし、各パーティションの電源投入／切断を実行します。
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 注意

この運用テンプレートでは、単一サーバのみの運用を想定しています。

複数のサーバで実行させたい場合には、それぞれのサーバに対して運用テンプレートを登録してください。
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1.3 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 版 Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降

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

 注意

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレートは以下の VL のみ対応しています。

－ Linux 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。

また、PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレートを使用する場合は、管理 OS に以下のソフトウェア

が導入されていることが前提となります。

・ ServerView Suite Enterprise Edition V2.20 以降

1.4 初期設定のままで運用する場合

ここでは、運用テンプレートを初期設定のまま運用する場合の概要を説明します。

 
運用テンプレートのファイル構成

運用テンプレートのファイル一式には、次の種類のテンプレートが含まれます。これらは、運用テンプレート格納ディレク

トリ配下に、以下のディレクトリごとに格納されています。

シャットダウンテンプレート shutdown ディレクトリ

リブートテンプレート reboot ディレクトリ

ログ管理テンプレート log_OS ディレクトリ

定義バックアップテンプレート def_bkup_OS ディレクトリ

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート PQ_pwr_on ディレクトリ

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート PQ_pwr_off ディレクトリ

これらのディレクトリおよびディレクトリ内のファイルは、テンプレートディレクトリのマスタとして使用されるため、解凍先か

ら移動、編集することはできません。運用テンプレートを登録する際は、マスタからディレクトリをコピーし、それをテンプ

レートディレクトリとして使用します。

また、運用テンプレートは、各種テンプレートのディレクトリ内に以下のファイルを含んでいます。

テンプレートファイル

運用テンプレートを登録することで登録されるジョブネットの情報が記述してあるファイル。

対象定義ファイル（ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレートのみ）

バックアップする対象について、ファイル名やバックアップ先ディレクトリなどの情報を設定するためのファイル。テン

プレート実行ファイルがこのファイルの設定を読み取って処理を実行する。

テンプレート実行ファイル

配下の bin ディレクトリに一式が含まれている。処理を実行するためのプログラムが書かれている。
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運用テンプレート格納ディレクトリ配下の構成の詳細については“4.1 運用テンプレートのディレクトリ構成”を参照してく

ださい。

テンプレートディレクトリのパスについては“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。

 
運用テンプレートの登録

ログ管理テンプレートを例として、運用テンプレートの登録の概要を示します。

運用テンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録するには、運用テンプレート登録コマンドを入力します。運

用テンプレート登録コマンドを入力した際の動作は、以下の図のとおりです。

運用テンプレートを登録すると、運用テンプレート格納ディレクトリ配下にテンプレートディレクトリが作成され、Systemwalker
Operation Manager にジョブネットが登録されます。

 
運用テンプレートの実行

ログ管理テンプレートを例として、登録した運用テンプレートが処理を実行するときの動作の概要を以下に示します。
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運用テンプレートの削除

運用テンプレートを削除するには、Systemwalker Operation Manager に登録されたジョブネットを削除し、自動で作成さ

れたテンプレートディレクトリを削除します。どちらも手動で削除する必要があります。

1.5 初期設定を変更して運用する場合

運用テンプレートは、初期設定のままで動作するように作られています。通常は運用テンプレート内のファイルを編集す

る必要はありませんが、運用テンプレートのディレクトリを手動でコピーし、テンプレートディレクトリ内のファイルを編集す

ることにより、初期設定を変更することができます。

初期設定を変更するのは、以下の場合があります。

・ テンプレートファイルに設定されているパラメタ／ジョブのコメント等を変更したい場合

・ ログ管理テンプレートおよび定義バックアップテンプレートにおいて、バックアップ対象ファイル／ディレクトリを変更

したい場合
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・ ログ管理テンプレートおよび定義バックアップテンプレートにおいて、バックアップ対象ファイル／ディレクトリのバック

アップ先ディレクトリ、保存する世代数、圧縮オプションを変更したい場合

・ 運用テンプレートのディレクトリ名を変更して運用したい場合

・ Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットのジョブネット名、ジョブネット名称を変更して運用したい

場合

いずれの場合も、運用テンプレートをディレクトリごとコピーし、命名規則に従って別のディレクトリ名に変更してから登録

する必要があります。テンプレートディレクトリの命名規約については、“テンプレートディレクトリ”を参照してください。

ここでは、例としてログ管理テンプレートの初期設定を変更して運用する場合を説明します。

 
初期設定を変更する場合の運用テンプレートの登録

初期設定を変更する場合、運用テンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録するには、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てディレクトリ名を変更します。

必要に応じて、コピーしたテンプレートディレクトリ内のテンプレートファイル、対象定義ファイルを編集します。

運用テンプレート登録コマンドを入力する際、コピーしたテンプレートディレクトリのパスを、-d オプションで指定します。
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初期設定を変更した場合の運用テンプレートの実行

初期設定を変更して登録した運用テンプレートが、処理を実行するときの動作の概要については“1.4 初期設定のまま

で運用する場合”の“運用テンプレートの実行”と同様です。

 
初期設定を変更した場合の運用テンプレートの削除

初期設定を変更して登録した運用テンプレートを削除するには、Systemwalker Operation Manager に登録されたジョブ

ネットを削除します。テンプレートディレクトリは手動で作成しているため、削除は任意です。
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第 2 章 運用テンプレートの使用方法

この章では、運用テンプレートの使用方法について、以下の構成で説明します。

・ 運用テンプレートを登録する

運用テンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録する手順を説明します。

・ 登録した運用テンプレートを削除する

Systemwalker Operation Manager に登録した運用テンプレートを削除する手順を説明します。

・ 運用テンプレートの登録内容を変更する

Systemwalker Operation Manager に登録した運用テンプレートの内容を変更する場合の手順を説明します。

・ 運用テンプレートの初期設定を変更して登録する

運用テンプレートの初期設定を変更して Systemwalker Operation Manager に登録する方法を説明します。

・ 実行結果を確認する

登録した運用テンプレートでジョブを実行した結果を確認する方法を説明します。

 参考

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレートを使用する場合に、SVS EE(ServerView Suite Enterprise
Edition)がインストールされていない場合は、インストールします。SVS EE は、PRIMEQUEST の無償添付ソフトウェアで

す。

 注意

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレートを使用する場合は、ServerView Suite Enterprise Edition
インストレーションガイド”の“PRIMEQUEST の設定”を参照し、事前に PRIMEQUEST の設定をしてください。

2.1 運用テンプレートを登録する

運用テンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録する手順を説明します。運用テンプレートを登録するには、

以下の手順で行います。

1. 運用テンプレートを準備する。

2. プロジェクトを作成する。

3. 登録コマンドを入力する。

4. 登録結果を確認する。

ここでは、ログ管理テンプレートを登録する例を示します。

2.1.1 運用テンプレートを準備する

使用する運用テンプレートのファイル一式をダウンロードし、定められたディレクトリに解凍します。

1. 運用テンプレートのファイル一式をダウンロードします。

2. ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので、解凍してください。

解凍先には以下のディレクトリを指定します。

Windows Systemwalker Operation Manager インストール

先ディレクトリ¥MpWalker.JM
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Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt

3. 解凍したディレクトリを確認します。

解凍先に、運用テンプレート格納ディレクトリが作成されます。運用テンプレート格納ディレクトリ名は、Windows 版
の場合は“mpoptm”ディレクトリ、UNIX 版の場合は“FJSVoptm”ディレクトリです。

運用テンプレート格納ディレクトリについては“4.1 運用テンプレートのディレクトリ構成”を参照してください。

 注意

解凍するには、解凍先のディレクトリへの書き込み権限が必要です。権限のあるユーザアカウントで行ってください。

2.1.2 プロジェクトを作成する

運用テンプレートの登録に使用するプロジェクトを作成します。

プロジェクトの所有者には、ジョブネットを実行するユーザを指定してください。

プロジェクトの作成には、Systemwalker Operation Manager クライアント、または、jobschsetproject コマンドを使用します。

ここでは、プロジェクト名を“OPTMP”とし、Windows 上で Systemwalker Operation Manager クライアントを使用した作成

方法を説明します。

 注意

プロジェクト作成時の注意

・ プロジェクトを作成するには、システム管理者(Administrators グループに属するユーザまたはスーパーユーザ)権限

が必要です。

・ Windows 版の場合、シャットダウンテンプレートおよびリブートテンプレートを登録する場合のプロジェクトは、

Systemwalker Operation Manager のスタートアップアカウントと同じ名前になるようにしてください。スタートアップアカ

ウントは、Systemwalker Operation Manager インストール時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントで

す。指定を変更せず初期値で登録した場合は“systemwalker”が設定されています。“Administrator”とアカウントを

登録したのであれば“Administrator”という名前でプロジェクトを作成します。

・ PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレートを登録する場合のプロジェクトは、システム管理者の

権限を持つユーザを指定してください。

 
プロジェクトの作成

1. Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、接続先サーバにログインします。
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接続先ホストとログインユーザは、同一サーバであれば省略した状態で [OK]をクリックします。リモートサーバであ

ればホストとログインユーザを指定してください。

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

2. [業務選択]ウィンドウより[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]を選択します。

（または[ファイル]メニューより[新規作成]－[プロジェクト]を選択します）
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3. [プロジェクトの登録]ウィンドウが表示されます。

[プロジェクト名]に“OPTMP”、[所有者]には“Administrator”（またはジョブネットを実行するユーザ名）を入力し[OK]
をクリックします。

 注意

プロジェクトの所有者に一般ユーザを指定できますが、ファイルやディレクトリを閲覧する権限がないユーザの場

合、そのファイルやディレクトリに関してはバックアップを取ることができませんので注意してください。

4. 図のように[業務選択]ウィンドウに“OPTMP”プロジェクトが表示されていれば、プロジェクトの登録は完了です。
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 参考

jobschsetproject コマンドを使った方法については、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”

の“jobschsetproject コマンド”を参照してください。

2.1.3 登録コマンドを入力する

Systemwalker Operation Manager に運用テンプレートを登録します。運用テンプレートを登録するには、SetJobnet コマ

ンドを入力します。

ログ管理テンプレートを使って、毎日 00:00 時に、OS のログをバックアップをする場合の例を以下に示します。

【Windows 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000 -bkup c:¥bkup

【UNIX 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000 -bkup /var/backup

とコマンドを入力します。

上記のコマンドの指定は、以下の意味になります。

SetJobnet コマンドの詳細は、“3.1 SetJobnet 運用テンプレート登録コマンド”を参照してください。

運用テンプレートを登録すると、Systemwalker Operation Manager にジョブネットが登録されます。また、テンプレートディ

レクトリが自動で作成され、ディレクトリ内のファイルにオプションで指定した値が設定されます。

 注意

指定したバックアップ先ディレクトリが存在しない場合は、バックアップ実行時に自動的に作成されます。
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 注意

コマンドが見つからないという意味のエラーが表示される場合、PATH 環境変数が設定されていません。カレントディレク

トリを運用テンプレート格納ディレクトリ下の SetJobnet コマンド格納ディレクトリに移動させてから、コマンドを入力してくだ

さい。

【Windows 版の場合】

ディレクトリを移動します。

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

登録コマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000 -bkup c:¥bkup

【UNIX 版の場合】

ディレクトリを移動します。

cd /var/opt/FJSVoptm/SetJobnet

登録コマンドを入力します。

./SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000 -bkup /var/backup

2.1.4 登録結果を確認する

運用テンプレートが正しく登録されたことを確認します。登録を確認するには、以下の手順で行います。

1. Systemwalker Operation Manager にジョブネットが登録されたことを確認する。

2. テンプレートディレクトリが作成されたことを確認する。

 
1) ジョブネットの登録の確認

1. Systemwalker Operation Manager を起動し、システム管理者権限のあるユーザまたはプロジェクトの所有者のアカ

ウントでログインします。

2. [業務選択]ウィンドウより[ジョブスケジューラ]を選択します。

[ガントチャート]ウィンドウが表示されます。

[ガントチャート]ウィンドウに“log_OS_1 毎日”ジョブネットが表示されます。
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3. [表示]メニューの[業務選択ツリーの更新]を選択します。

[業務選択]ウィンドウの業務選択ツリーを展開すると、“OPTMP”配下に“log_OS_1 毎日”ジョブネットが表示され

ます。
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4. [業務選択]ウィンドウより“log_OS_1 毎日”ジョブネットを選択します。

[起動予定日時]を確認します。翌日の 00：00 が表示されていれば正常に登録できています。

5. ジョブネットの起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“log_OS_1 毎日”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎日が起動日に設定されています。
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2) テンプレートディレクトリの確認

テンプレートディレクトリが作成されていることを確認します。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に “log_OS_1”ディレクトリが作成されています。

“log_OS_1”ディレクトリは、SetJobnet コマンドを入力したときに自動的に作成されます。このディレクトリ名は、ジョブネッ

ト名称“log_OS_1 毎日”から、起動日情報である“毎日”を省いたものです。

ディレクトリ名とジョブネット名称の関係の詳細については“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。
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 注意

運用テンプレートを登録した後は、該当のテンプレートディレクトリを移動したり名前の変更をしないでください。

2.2 登録した運用テンプレートを削除する

ここでは、登録した運用テンプレートを削除する方法を説明します。運用テンプレートを削除するには、以下の手順で行

います。

1. Systemwalker Operation Manager に登録されたジョブネットを削除する。

2. 作成されたテンプレートディレクトリを削除する。

 
1) 登録されたジョブネットを削除する

“log_OS_1 毎日” ジョブネットを削除する場合、以下の手順で削除します。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、システム管理者権限のあるユーザまたはプロジェクトの所

有者のアカウントでログインします。

2. [業務選択]ウィンドウより[ジョブスケジューラ]－“OPTMP” プロジェクト－“log_OS_1 毎日”ジョブネットを選択しま

す。

その状態で、右クリックして[削除]を選択します。（または[ファイル]メニューより[削除]を選択します）

3. [ジョブネットの削除の確認]ウィンドウが表示されますので、間違いなければ[OK]をクリックします。
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4. “log_OS_1 毎日”ジョブネットが、“OPTMP”プロジェクト配下に存在しないことを確認します。

 
2) テンプレートディレクトリを削除する

運用テンプレート格納ディレクトリ下の “log_OS_1”ディレクトリを削除します。

この“log_OS_1”ディレクトリは、SetJobnet コマンドを入力したときに自動的に作成されたものです。ディレクトリ名は、ジョ

ブネット名称“log_OS_1 毎日”から、起動日情報である“毎日”を省いたものです。

ディレクトリ名とジョブネット名称の関係の詳細については“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。

2.3 運用テンプレートの登録内容を変更する

登録した運用テンプレートの登録内容を変更したい場合は、運用テンプレートを削除してからもう一度、設定を変更して

登録し直す必要があります。

ただし、Systemwalker Operation Manager に登録されたジョブネットの起動日については、Systemwalker Operation
Manager クライアントや Systemwalker Operation Manager が提供するコマンドを使用して変更することができます。

 注意

Systemwalker Operation Manager に登録されたジョブネットの起動日以外の設定は、Systemwalker Operation Manager
クライアントや Systemwalker Operation Manager が提供するコマンドを使用して変更しないでください。起動日以外の設

定を変更した場合、ジョブネットが正しく動作しない可能性があります。

 
運用テンプレートの再登録手順

運用テンプレートを再登録する手順は、以下のとおりです。

1. “2.2 登録した運用テンプレートを削除する”の説明にしたがって運用テンプレートを削除します。
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2. 運用テンプレートを登録します。

例えば、OS のログをバックアップするジョブネットの起動時刻を、00:00 ではなく、任意の時刻に変更して登録する

には以下のようにコマンドを入力します。

【Windows 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time hhmm(任意の時刻) -bkup
c:¥bkup

【UNIX 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time hhmm(任意の時刻) -bkup /var/backup

3. “2.1.4 登録結果を確認する”の手順に従って登録できたかを確認します。

2.4 運用テンプレートの初期設定を変更して登録する

ここでは、初期設定を変更して運用テンプレートを登録する方法を説明します。

どのような場合に初期設定を変更するのか、また初期設定を変更したときの動作の概要については“1.5 初期設定を変

更して運用する場合”を参照してください。

 
初期設定を変更する場合の運用テンプレート登録手順

ここでは、以下の内容でログ管理テンプレートの初期設定を変更し、毎日 00:00 時に指定したファイルをバックアップす

る場合の手順を示します。

・ “Copy_log_OS”というテンプレートディレクトリを作成します。

・ テンプレートファイルを編集し、ジョブのコメントを“Copy_log_management”と変更します。

・ 対象定義ファイルを編集し、バックアップ対象のファイルを“<SystemRoot>¥system32¥config¥AppEvent.Evt”だけに

変更します。

1. “2.1.2 プロジェクトを作成する”の手順に従ってプロジェクトを作成します。

2. テンプレートディレクトリをコピーします。

テンプレート格納ディレクトリ下の“log_OS”ディレクトリをコピーし、“Copy_log_OS”という名前に変更します。

テンプレートディレクトリの命名規約については、“テンプレートディレクトリ”を参照してください。

【Windows 版の場合】
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【UNIX 版の場合】

cp -rp log_OS Copy_log_OS

3. テンプレートファイルを編集します。

“Copy_log_OS”ディレクトリ下の“omgr_oslog.txt”をメモ帳や vi 等のテキストエディタで編集します。

【Windows 版の場合】

【UNIX 版の場合】

vi Copy_log_OS/omgr_oslog.txt

“jobcomment”の設定を“log_management”から“Copy_log_management”に書き換えて上書き保存します。

テンプレートファイルについての詳細は、“第 4 章 運用テンプレートのリファレンス”の各テンプレートの説明を参

照してください。
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4. 対象定義ファイルを編集します。

Windows 版の場合は、“Copy_log_OS” ディレクトリ下の“OS_log_win.def” をメモ帳等のテキストエディタで編集し

ます。

ここでは、“[target file/directory]”の次行から記述されているバックアップ対象を、1 行目の“<SystemRoot>
¥system32¥config¥AppEvent.Evt,,,”だけに変更し、上書き保存します。

対象定義ファイルの設定内容の詳細は、“4.5.2 ログ管理対象定義ファイル”を参照してください。
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Solaris 版の場合は“OS_log_sol.def” を、Linux 版の場合は“OS_log_lin.def” を、vi 等のテキストエディタで同様

に編集します。

5. SetJobnet コマンドで運用テンプレートを登録します。

以下のコマンドを入力します。

【Windows 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000
-d Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm
¥Copy_log_OS -bkup c:¥bkup

【UNIX 版の場合】

SetJobnet OPTMP log_OS -everyday -time 0000
-d /var/opt/FJSVoptm/Copy_log_OS -bkup /var/backup

6. “2.1.4 登録結果を確認する”の手順に従って登録できたかを確認します。

“Copy_log_OS 毎日”ジョブネットが作成されていることを確認します。[ジョブネット名]が“Copy_log”[ジョブネット

名称]が“Copy_log_OS 毎日”となっていることを確認します。
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7. ジョブのコメントが手順 3 で変更した内容になっていることを確認します。

[業務選択]ウィンドウの“OPTMP”プロジェクト－“Copy_log_OS 毎日”ジョブネットをダブルクリックして[ジョブネット

の監視]ウィンドウ－[前回の起動実績]シートを表示します。

ジョブをダブルクリックし、[監視－ジョブ]ウィンドウを開きます。（または[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択し

ます）

[基本情報]シートの[コメント]が“Copy_log_management”になっていることを確認します。
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 注意

テンプレートファイル、バックアップ対象定義ファイルの文字コードは、文字コードを使用するシステムの環境に合わせて

変更してください。

2.5 実行結果を確認する

登録した運用テンプレートでジョブを実行した結果を確認する方法を説明します。

 
ジョブネット実行結果の確認手順

“2.1.3 登録コマンドを入力する”で登録した運用テンプレートの設定どおりに 00:00 にログのバックアップを実行した場

合、実行結果は以下の手順で確認します。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントから接続先サーバに、システム管理者権限のあるユーザまたはプロ

ジェクトの所有者のアカウントでログインします。

2. 正常に実行されていれば[ガントチャート]ウィンドウでの結果は次のようになります。
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[業務選択]ウィンドウで、[ジョブスケジューラ]または“OPTMP”プロジェクトを選択し、[ガントチャート]ウィンドウ

で“log_OS_1 毎日”ジョブネットの実行結果を確認します。

3. [ジョブネットの監視]ウィンドウ－[前回の起動実績]シートは次のようになります。

[ジョブネットの監視]ウィンドウは[業務選択]ウィンドウの“OPTMP”プロジェクト－“log_OS_1 毎日”ジョブネットをダ

ブルクリックして表示します。
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4. [前回の起動実績]シートでジョブをダブルクリックして[監視－ジョブ]ウィンドウを開き、[前回履歴]シートを参照しま

す。（またはジョブを選択した状態で[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択、[監視－ジョブ]ウィンドウの[前回履

歴]シートを参照します）

正常に実行されなかった場合は[ジョブの出力情報]にエラーメッセージが表示されます。

5. 指定したバックアップ先ディレクトリ内に“log_OS_1”ディレクトリが作成され、その中にログファイルがバックアップさ

れています。

 
ジョブネットの実行履歴

ジョブネットの実行履歴を SYSLOG／イベントログへ出力できます。

出力する場合は、以下の手順で設定します。

1. [Systemwalker Operation Manager 環境設定]の[起動パラメタ]をクリックします。
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2. [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義］ウィンドウ-[イベント出力]シートで設定します。

 注意

すでに登録されている業務用ジョブネットが存在する場合、これらを含む全ジョブネットの実行状態がイベントログに出力

されます。
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 参考

起動パラメタの定義

設定の詳細については、“Systemwalker Operation Manager 導入手引書”の“起動パラメタの定義”を参照してくださ

い。

また、出力されるメッセージ内容の詳細については、“Systemwalker Operation Manager メッセージ説明書”を参照し

てください。
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第 3 章 コマンド

この章では、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。

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 運用テンプレート登録コマンド
 

記述形式

[シャットダウンテンプレート／リブート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] [-sys サブシステム番号]  (注)

[ログ管理テンプレート／定義バックアップ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] -bkup バックアップ先ディレクトリ [-g 世代数]
             [-c 圧縮オプション] [-sys サブシステム番号]  (注)

[PRIMEQUEST の電源投入テンプレート／PRIMEQUEST の電源切断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] -h MMB アドレス -p パーティション番号 
             [-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、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 運用テンプレートのリファレンス”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。

・ ログ管理テンプレートと定義バックアップテンプレートにおいて、コマンドで指定したバックアップ先ディレクトリ／世代数

／圧縮オプションの値を、対象定義ファイルの[default]域に自動的に設定します。

対象定義ファイルについては、“4.5.2 ログ管理対象定義ファイル”“4.6.2 定義バックアップ対象定義ファイル”を参照

してください。

 
共通のオプション

すべてのテンプレートで使用するオプションです。

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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 注意

Windows 版の場合、シャットダウンテンプレートおよびリブートテンプレートを登録する場合のプロジェクトは、

Systemwalker Operation Manager のスタートアップアカウントと同じ名前になるようにしてください。スタートアップアカ

ウントは、Systemwalker Operation Manager インストール時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントで

す。指定を変更せず初期値で登録した場合は“systemwalker”が設定されています。

テンプレート識別子

登録する運用テンプレートのテンプレート識別子を指定します。

シャットダウンテンプレート shutdown

リブートテンプレート reboot

ログ管理テンプレート log_OS

定義バックアップテンプレート def_bkup_OS

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート PQ_pwr_on

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート PQ_pwr_off

必ず指定してください。

-d ディレクトリのパス

運用テンプレートを初期設定から変更して登録する場合、コピーして作成したテンプレートディレクトリのパスを指定

します。パスの指定は、フルパスもしくはコマンド実行時のカレントディレクトリからの相対パスで行います。初期設定

から変更して登録する場合の動作の概要は“1.5 初期設定を変更して運用する場合”を、ディレクトリのパスの規約に

ついては“テンプレートディレクトリ”の“初期設定を変更して登録する場合”を参照してください。

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、運用テンプレートが格納されてい

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。本オプションを省略した場合の動作の

概要は“1.4 初期設定のままで運用する場合”の“運用テンプレートの登録”を、作成されるディレクトリ名について

は“テンプレートディレクトリ” の“初期設定で登録する場合”を参照してください。

起動日

登録されるジョブネットの起動日を指定します。

以下のどれかひとつを指定します。省略可能です。

-everyday

毎日を起動日として設定します。

-monthly DD[,DD,...]

毎月 DD 日を起動日として設定します。

- DD は日をあらわす 1 から 31 の整数を指定します。

- 毎月月末に起動する場合は DD の代わりに、LAST を指定します。

- 複数指定するには、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。(-monthly "10,20,LAST")

- 存在しない日を指定した場合は設定されません。（-monthly 31 の場合は 31 日がある月だけ設定されます）

- DD が一桁の日（1 日～ 9 日）は 01 ～ 09 でも 1 ～ 9 でもどちらでも設定できます。

-weekly WWW[,WWW,...]

毎週 WWW 曜日を起動日として設定します。

- WWW は 曜 日 を 表 す 英 単 語 の 先 頭 3 文 字 、 英 数 大 文 字 で 指 定 し ま す 。

（SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT）

- 複数指定するには、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")
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このオプションを省略した場合、以下の設定になります。

シャットダウンテンプレート

リブートテンプレート

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート

起動日は設定されません。

ログ管理テンプレート

定義バックアップテンプレート

起動日として毎日が設定されます。

（-everyday を指定したのと同様）

 参考

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。

-time hhmm

登録されるジョブネットの起動時刻を hhmm で指定します。

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、以下の設定になります。

シャットダウンテンプレート

リブートテンプレート

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート

起動時刻は設定されません。

ログ管理テンプレート

定義バックアップテンプレート

起動時刻として午前 0:00 が設定されます。

（-time 0000 を指定したのと同様）

-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。

 
バックアップ関連のオプション

ログ管理テンプレートおよび定義バックアップテンプレートで使用します。

シャットダウンテンプレートおよびリブートテンプレートの場合、これらのオプションは指定できません。

これらのオプションにより、対象定義ファイルの[default]域の値を設定します。

-bkup バックアップ先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリをフルパスで指定します。

必ず指定してください。

バックアップ先ディレクトリに以下は指定できません。

Windows Windows システムがインストールされているドライブの直下

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/

バックアップ先ディレクトリにネットワークドライブ上のディレクトリは指定できません。

バックアップ先ディレクトリを各ファイル／ディレクトリごとに設定する場合は、ログ管理テンプレートまたは定義バック

アップテンプレートの対象定義ファイルで個別に設定します。
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-g 世代数

バックアップを保存しておく世代数を指定します。1 から 500 の範囲の整数値を指定します。保存できる世代数は最大

500 です。

このオプションを省略した場合、初期値である“365”が設定されます。

-c 圧縮オプション

バックアップしたファイルを圧縮するか否かを指定します。

-c ON 圧縮する

-c OFF 圧縮しない

このオプションを省略した場合、初期値である“ON”が設定されます。

 注意

Windows 版の場合、バックアップ先ディレクトリが FAT システム上にあるときは、圧縮されません。

圧縮するファイル形式

Windows NTFS 圧縮

Solaris 単一ファイルは.Z 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.Z 形式で圧縮

Linux
Linux for Itanium

単一ファイルは.gz 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.gz 形式で圧縮

 
PRIMEQUEST 電源制御関連のオプション

“PRIMEQUEST の電源投入テンプレート”および”PRIMEQUEST の電源切断テンプレート”で使用します。

-h MMB アドレス

電源の投入／切断する対象となる PRIMEQUEST の MMB のホスト名または IP アドレスを指定します。

-p パーティション番号

電源の投入／切断するパーティションのパーティション番号を指定します。すべてのパーティションの電源を切断す

る場合は、”all”を指定します。

 
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¥SetJobnet

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVoptm/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/スーパーユーザ)の権限で実行できます。

プロジェクトの所有者であれば一般ユーザでも実行できます。
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注意事項

・ Windows 版の場合、シャットダウンテンプレートとリブートテンプレートは、いずれか一つの運用テンプレートしか登

録できません。

・ UNIX 版の場合は、ログ管理テンプレートと定義バックアップテンプレートにおいて、バックアップ対象にシンボリック

リンクが含まれている場合、シンボリックリンクが指している実体をバックアップします。

・ Windows 版の場合、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。

- 35 -



第 4 章 運用テンプレートのリファレンス

この章では、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。

・ 運用テンプレートのディレクトリ構成

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

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。

・ シャットダウンテンプレート

シャットダウンテンプレートについて説明します。

・ リブートテンプレート

リブートテンプレートについて説明します。

・ ログ管理テンプレート

ログ管理テンプレートについて説明します。

・ 定義バックアップテンプレート

定義バックアップテンプレートについて説明します。

・ PRIMEQUEST の電源投入テンプレート

PRIMEQUEST の電源投入テンプレートについて説明します。

・ PRIMEQUEST の電源切断テンプレート

PRIMEQUEST の電源切断テンプレートについて説明します。

4.1 運用テンプレートのディレクトリ構成

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。

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

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVoptm
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図 4.1 運用テンプレートディレクトリ構成図

注 1)

readme*.txt は readme.txt （SJIS 版）、readme_euc.txt（EUC 版）、readme_utf8.txt（UTF-8 版）をあらわします。使用説

明書です。

注 2)

*は win（Windows 版）、sol（Solaris 版）、lin（Linux 版）をあらわします。各システム環境に合ったファイルを使用しま

す。

こ の 運 用 テ ン プ レ ー ト 格 納 デ ィ レ ク ト リ 配 下

の“shutdown”、“reboot”、“log_OS”、“def_bkup_OS”、“PQ_pwr_on”、“PQ_pwr_off”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。初
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期設定のままで運用する場合の動作の概要は“1.4 初期設定のままで運用する場合”の“運用テンプレートの登録”を参

照してください。

また、初期設定を変更して運用する場合は、マスタをディレクトリごと手動で任意の場所にコピーします。この場合の動作

の概要は“1.5 初期設定を変更して運用する場合”を参照してください。

 注意

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。

動作の概要については“1.4 初期設定のままで運用する場合”を、登録する手順については“2.1 運用テンプレート

を登録する”を参照してください。

・ 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または対象定義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。

どのような場合に初期設定を変更するのかについては“1.5 初期設定を変更して運用する場合”を、変更する場合の

手順については“2.4 運用テンプレートの初期設定を変更して登録する”を参照してください。

 
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

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。

シャットダウンテンプレート

ジョブネット名

JSHEND(Windows 版の場合)

sd+追番(UNIX 版の場合)

ジョブネット名称

shutdown_追番+起動日情報

リブートテンプレート

ジョブネット名

JSHEND(Windows 版の場合)

rbt+追番(UNIX 版の場合)

ジョブネット名称

reboot_追番+起動日情報

ログ管理テンプレート

ジョブネット名

logOS+追番
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ジョブネット名称

log_OS_追番+起動日情報

定義バックアップテンプレート

ジョブネット名

defOS+追番

ジョブネット名称

def_bkup_OS_追番+起動日情報

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート

ジョブネット名

PQon+追番

ジョブネット名称

PQ_pwr_on_追番+起動日情報

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート

ジョブネット名

PQoff+追番

ジョブネット名称

PQ_pwr_off_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。たとえばログ管理テンプレートを 10 回登録した場合、ジョブネットは“logOS1”から“logOS10”まで作成されます。

その中の“logOS5”ジョブネットを削除した場合、次にログ管理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“logOS5”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。

“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。

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

 
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

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¥テンプレート識別子_追番
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－ UNIX 版の場合は、以下の場所と名称になります。

/var/opt/FJSVJoptm/テンプレート識別子_追番

テンプレート識別子

シャットダウンテンプレート：shutdown

リブートテンプレート：reboot

ログ管理テンプレート：log_OS

定義バックアップテンプレート：def_bkup_OS

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート：PQ_pwr_on

PRIMEQUEST の電源切断テンプレート：PQ_pwr_off

“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、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

－ ディレクトリのフルパスが 64 バイト以内であること

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。

ログ管理テンプレートおよび定義バックアップテンプレートの場合、バックアップの実行時に、[-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と同じ名前で、バックアップ先にディレクトリが作られます。その配下に

バックアップを保存します。

 
作成例

初期設定で登録する場合

追番が“1”、起動日情報が“毎日”の場合、シャットダウンテンプレートでは、作成されるジョブネットとテンプレートディ

レクトリは以下になります。

テンプレート識別子

shutdown

ジョブネット名

JSHEND (Windows 版の場合)

sd1(UNIX 版の場合)

ジョブネット名称

shutdown_1 毎日

テンプレートディレクトリ

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm¥shutdown_1(Windows 版の

場合)

/var/opt/FJSVJoptm/shutdown_1(UNIX 版の場合)
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初期設定を変更して登録する場合

テンプレートディレクトリ名が“fileA_def_bkup_OS”、起動日情報が“毎日”の場合、定義バックアップテンプレートで

は、作成されるジョブネットは以下になります。

テンプレート識別子

def_bkup_OS

ジョブネット名

fileA_def

ジョブネット名称

fileA_def_bkup_毎日

 注意

テンプレートファイル、バックアップ対象定義ファイルの文字コードは、文字コードを使用するシステムの環境に合わせて

変更してください。

4.3 シャットダウンテンプレート

定期的にシステムを停止（シャットダウン）する作業を自動化す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_shutdown.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にシャットダウン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_shutdown.txt の初期設定

NET
jobnetname sd
jobnetcomment shutdown
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname shutdown_s.swt
jobnumber 1
jobparam 60
jobcomment shutdown
;

変更できる設定値は以下になります。
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パラメタ（jobparam）

ジョブネット起動からシステム停止までの時間を秒で指定します。初期値は 60 秒に設定されています。

－ UNIX 版の場合、jobparam は 60 秒以上の値を設定してください。この値が小さいと、ジョブネットが正常終了す

る前にシャットダウンが実行され、ジョブネットが異常終了状態になる場合があります。異常終了状態のジョブネッ

トは、Systemwalker Operation Manager 環境設定クライアントの[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ

－[利用機能１]シートの[スケジュールオプション]－[ジョブネットの確認操作を有効とする]が指定されている場

合、起動条件を満たしていても起動しません。そのため、次回の起動時刻にジョブネットが実行されません。

－ Linux 版の場合、60 秒ごとに指定する必要があります。60 で割り切れない数値が指定された場合、端数が切り

上げられます。

－ Windows 版の場合は、設定した値にかかわらずジョブネット起動からシャットダウン実行までの時間は 60 秒とな

ります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“shutdown”です。

4.3.2 注意事項

・ Windows 版の場合は、シャットダウン出口を利用します。シャットダウンテンプレートの登録時に、Systemwalker
Operation Manager インストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin ディレクトリ配下に jobschendexit.bat ファイルを作成

するため、同名のファイルを上書きする必要があります。上書き確認で“Y”を選択すると jobschendexit.bat ファイルを

上書きします。“N”を選択するとテンプレートの登録を中止します。必要に応じて、既存の jobschendexit.bat ファイル

を手動で退避してください。

・ Windows 版の場合、シャットダウンジョブネットとリブートジョブネットは同じシャットダウン出口と、同じジョブネット

名“JSHEND”を使用します。そのため、シャットダウンテンプレートとリブートテンプレートはいずれか一つの運用テン

プレートしか使用できません。

・ Windows 版において、すでに Systemwalker Operation Manager に“JSHEND”ジョブネットが登録されている場合、

シャットダウンテンプレートを登録するには既存の“JSHEND”ジョブネットを削除する必要があります。

・ Windows 版の場合、シャットダウンテンプレートを登録するプロジェクトは、Systemwalker Operation Manager のスター

トアップアカウントと同じ名前になるようにしてください。スタートアップアカウントは、Systemwalker Operation Manager
インストール時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントです。指定を変更せず初期値で登録した場合

は“systemwalker”が設定されています。

・ システム環境が Windows(R) 2000 Server の場合、Windows(R) 2000 Server リソースキットに含まれる shutdown.exe
が必要です。

4.4 リブートテンプレート

定期的にシステムを再起動（リブート）する作業を自動化する場合に本テンプレートを使用します。

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_reboot.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にリブートジョブネットを登録する際に使用します。
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テンプレートファイルの設定値

omgr_reboot.txt の初期設定

NET
jobnetname rbt
jobnetcomment reboot
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname reboot_s.swt
jobnumber 1
jobparam 60 
jobcomment reboot
;

変更できる設定値は以下になります。

パラメタ（jobparam）

ジョブネット起動からシステム再起動を実行するまでの時間を秒で指定します。初期値は 60 秒に設定されています。

－ UNIX 版の場合、jobparam は 60 秒以上の値を設定してください。この値が小さいと、ジョブネットが正常終了す

る前にリブートが実行され、ジョブネットが異常終了状態になる場合があります。異常終了状態のジョブネットは、

Systemwalker Operation Manager 環境設定クライアントの[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウ－[利
用機能１]シートの[スケジュールオプション]－[ジョブネットの確認操作を有効とする]が指定されている場合、起

動条件を満たしていても起動しません。そのため、次回の起動時刻にジョブネットが実行されません。

－ Linux 版の場合、60 秒ごとに指定する必要があります。60 で割り切れない数値が指定された場合、端数が切り

上げられます。

－ Windows 版の場合は、設定した値にかかわらずジョブネット起動からリブート実行までの時間は 60 秒となります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“reboot”です。

4.4.2 注意事項

・ Windows 版の場合は、シャットダウン出口を利用します。リブートテンプレートの登録時に、Systemwalker Operation
Manager インストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin ディレクトリ配下に jobschendexit.bat ファイルを作成するため、

同名のファイルを上書きする必要があります。上書き確認で“Y”を選択すると jobschendexit.bat ファイルを上書きし

ます。“N”を選択するとテンプレートの登録を中止します。必要に応じて、既存の jobschendexit.bat ファイルを手動

で退避してください。

・ Windows 版の場合、シャットダウンジョブネットとリブートジョブネットは同じシャットダウン出口と、同じジョブネット

名“JSHEND”を使用します。そのため、シャットダウンテンプレートとリブートテンプレートはいずれか一つの運用テン

プレートしか使用できません。

・ Windows 版において、すでに Systemwalker Operation Manager に“JSHEND”ジョブネットが登録されている場合、

リブートテンプレートを登録するには既存の“JSHEND”ジョブネットを削除する必要があります。

・ Windows 版の場合、リブートテンプレートを登録するプロジェクトは、Systemwalker Operation Manager のスタートアッ

プアカウントと同じ名前になるようにしてください。スタートアップアカウントは、Systemwalker Operation Manager イン

ストール時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントです。指定を変更せず初期値で登録した場合

は“systemwalker”が設定されています。

・ システム環境が Windows(R) 2000 Server の場合、Windows(R) 2000 Server リソースキットに含まれる shutdown.exe
が必要です。

- 43 -



4.5 ログ管理テンプレート

定期的にシステムのログをバックアップする作業を自動化する場合に本テンプレートを使用します。

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_oslog.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager にログ管理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_oslog.txt の初期設定

NET
jobnetname logOS
jobnetcomment log_OS
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname log_bkup.swt
jobnumber 1
jobparam os_log.def
jobcomment log_management
;

変更できる設定値は以下になります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“log_management”です。

4.5.2 ログ管理対象定義ファイル
 

対象定義ファイル名

Windows OS_log_win.def

Solaris OS_log_sol.def

Linux
Linux for Itanium

OS_log_lin.def

 
使用用途

ログ管理テンプレートで使用します。バックアップする対象の情報を記述します。

ログ管理対象定義ファイルに設定された情報に基づいて、ファイル／ディレクトリのバックアップ処理を行います。
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ログ管理対象定義ファイルに記述される内容は、次の４つです。個別設定以外は、SetJobnet コマンド入力時に指定した

値が自動で設定されます。

・ バックアップ先のディレクトリ

・ 保存する世代数

・ 圧縮オプション

・ 個別設定（バックアップ対象ファイル／ディレクトリ、バックアップ先のディレクトリ、保存する世代数、圧縮オプション）

 
ログ管理対象ファイル／ディレクトリ／レジストリの初期値

Windows 版の場合は、イベントログ（アプリケーションログ、セキュリティログ、システムログ）が管理対象の初期値として設

定されています。

UNIX 版の場合は、シスログ、ログイン履歴等が管理対象の初期値として設定されています。

詳細は、ログ管理対象定義ファイル内の[target file/directory]を参照してください。

 
記述形式

(1) [default]

バックアップ実行時に用いられる、対象ファイルごとのオプションの省略値が記述されている区域であることを示しま

す。

－ SetJobnet コマンド入力時にオプションで指定した値が、この区域に自動で設定されます。オプションを省略した

場合は、各オプションの初期値が設定されます。

－ [target file/directory]で、個別設定のオプションの値を省略したときはこの区域の設定値が使用されます。

－ [default]というキーワードおよびこの区域内の記述は削除しないでください。

(2) Backup= <bkupdir>

SetJobnet コマンド入力時に-bkup オプションで指定したバックアップ先ディレクトリが、自動で設定されます。[target
file/directory]で、バックアップ先ディレクトリの指定を省略したバックアップ対象ファイルは、すべてこのディレクトリに

バックアップされます。この値は手動で編集しないでください。

(3) Generation= <generation>

SetJobnet コマンド入力時に-g オプションで指定した世代数が、自動で設定されます。-g オプションを省略した場合

は初期値の“365”が設定されます。[target file/directory]で、世代数の指定を省略したバックアップ対象ファイルは、

すべてこの世代数で管理されます。この値は手動で編集しないでください。

(4) Compression= <compression>

SetJobnet コマンド入力時に-c オプションで指定した圧縮の設定が、自動で設定されます。-c オプションを省略した場

合は初期値の“ON”が設定されます。[target file/directory]で、圧縮の指定を省略したバックアップ対象ファイルは、

すべてこの圧縮の設定で処理されます。この値は手動で編集しないでください。
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 注意

Windows 版の場合、バックアップ先ディレクトリが FAT システム上にあるときは、圧縮されません。

(5) [target file/directory]

ログ管理対象のファイル／ディレクトリを設定する区域であることを示します。

－ この区域に記述された内容は手動編集可能です。

－ ログ管理対象ごとにオプションを個別設定することができます。オプションの指定を省略した場合は、[default]区
域に設定されている値が使用されます。

－ 1 行につき、1 つのログ管理対象の設定を記述します。

－ [target file/directory] というキーワードは削除しないでください。

(6) <filename>,<bkupdir>,<generation>,<compression>

<filename>

ログ管理対象ファイル名／ディレクトリ名をフルパスで指定します。

- ワイルドカードの使用が可能です。ディレクトリを指定した場合、その中のファイル／ディレクトリもまとめて管

理します。

- 指定したファイル／ディレクトリが存在しなかった場合は、読み飛ばします。

- ファイル／ディレクトリは最大 1000 行まで指定可能です。

- Windows 版の場合、“<SystemRoot>”と記述すると、Windows システムがインストールされているディレクトリ

のパスに自動的に変換します。環境変数 SystemRoot の設定値です。

- Windows 版の場合、“<SystemDrive>”と記述すると、Windows システムがインストールされているドライブ名

に自動的に変換します。環境変数 SystemDrive の設定値です。

<bkupdir>

バックアップ先ディレクトリを(2)で指定したディレクトリと異なる場所にしたい場合に指定します。

- 省略時は、(2)の設定が有効となります。

- バックアップ先ディレクトリが存在しない場合にはバックアップ実行時に作成されます。

- バックアップ先ディレクトリにネットワークドライブ上のディレクトリは指定できません。

- バックアップ先ディレクトリに以下は指定できません。

Windows Windows システムがインストールされているドラ

イブの直下

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/

<generation>

保存する世代数を(3)で指定した値と異なる値にしたい場合に指定します。

- 省略時は、(3)の設定が有効となります。

<compression>

圧縮の設定を(4)で指定した設定と異なる設定にしたい場合に指定します。

- 圧縮する場合は“ON”、圧縮しない場合は“OFF”を指定します。

- 省略時は、(4)の設定が有効となります。

- 各システム環境での圧縮するファイル形式は以下です。
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Windows NTFS 圧縮

Solaris 単一ファイルは.Z 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.Z 形式で

圧縮

Linux
Linux for Itanium

単一ファイルは.gz 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.gz 形式で

圧縮

 
記述例

以下は UNIX 版の場合の記述例です。

[default]
Backup= /var/backup
Generation= 365
Compression= ON
[target file/directory]
/var/adm/messages,,,
/var/adm/sulog,,,
/var/adm/wtmp,,10,
/var/adm/lastlog,,,OFF
/var/log/syslog,/var/log/bkup,500,OFF

コメントの記載方法

コメントを記載したい場合には、行の先頭に“#”を入力してください。

#この行はコメントです。

4.5.3 バックアップ先ディレクトリの構成

ログ管理ジョブネットを実行すると、使用するテンプレートディレクトリと同名のディレクトリが、バックアップ先ディレクトリ内

に作成されます。

その下に、実行した日付名のディレクトリが作成され、ログ管理対象ファイル／ディレクトリが格納されます。

世代数が設定された最大値を超えると、一番古いファイル／ディレクトリが削除されます。
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世代数がファイル／ディレクトリごとに異なる場合

ログ管理対象定義ファイルの個別設定で、バックアップ対象ごとに異なる保存世代数を設定したときにどのように保存さ

れるかを説明します。

log_fileA を 5 世代、log_fileB を 10 世代と指定し、2007 年 6 月 1 日より毎日バックアップを保存する場合の例を以下に

示します。

1. はじめてログ管理テンプレートを実行したとき、下図のようにファイルが保存されます。

2. 毎日バックアップを保存した場合、6 日目に log_fileA の保存世代数である 5 世代を超えるため、最も古い 2007 年

6 月 1 日の log_fileA が自動的に削除されます。以降、log_fileA が保存されるたびに最も古い日付のファイルが

削除されます。
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3. 11 日目に、log_fileB の保存世代数である 10 世代を超えるため、最も古い 2007 年 6 月 1 日の log_fileB が自動

的に削除されます。このとき、20070601 ディレクトリは空になりますので、ディレクトリも自動的に削除されます。以

降、log_fileB が保存されるたびに最も古い日付のファイルが削除され、空になったディレクトリも削除されます。
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4.5.4 注意事項

UNIX 版の場合、バックアップ対象にシンボリックリンクが含まれていると、シンボリックリンクが指している実体をバックアッ

プします。リストアした場合、シンボリックリンクが指している先の実体が復元されますので注意してください。

4.6 定義バックアップテンプレート

定期的にシステム（OS）の定義情報（ファイル／ディレクトリ、レジストリなど）をバックアップする作業を自動化する場合に

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_osbkup.txt

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager に定義バックアップ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_osbkup.txt の初期設定

NET
jobnetname defOS
jobnetcomment def_bkup_OS
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname def_bkup.swt
jobnumber 1
jobparam os_bkup.def
jobcomment definition_backup
;

変更できる設定値は以下になります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“definition_backup”です。

4.6.2 定義バックアップ対象定義ファイル
 

対象定義ファイル名

Windows OS_bkup_win.def

Solaris OS_bkup_sol.def

Linux
Linux for Itanium

OS_bkup_lin.def
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使用用途

定義バックアップテンプレートで使用します。バックアップする対象の情報を記述します。

定義バックアップ対象定義ファイルに設定された情報に基づいて、ファイル／ディレクトリのバックアップ処理を行いま

す。前回のバックアップからひとつでも更新されたファイル／ディレクトリが存在すれば、すべてのファイル／ディレクトリ

のバックアップを行います。

Windows 版の場合は、レジストリなどのシステム状態データのバックアップが行えます。システム状態データのバックアッ

プは、定義バックアップジョブネットが起動されると、更新に関係なく必ず行われます。

 注意

Windows 版の場合、システム状態データには、レジストリやブートファイルなどが含まれます。詳細は、Windows の ntbackup
コマンドの説明を参照してください。

定義バックアップ対象定義ファイルに記述される内容は、次の４つです。個別設定以外は、SetJobnet コマンド入力時に

指定した値が自動で設定されます。

・ バックアップ先のディレクトリ

・ 保存する世代数

・ 圧縮オプション

・ 個別設定（バックアップ対象ファイル／ディレクトリ、バックアップ先のディレクトリ、保存する世代数、圧縮オプション）

 
バックアップ対象ファイル／ディレクトリ／レジストリの初期値

Windows 版の場合は、hosts、services、lmhosts 等がバックアップ対象の初期値として設定されています。

UNIX 版の場合は、passwd、group、hosts、services、syslog.conf、resolv.conf 等がバックアップ対象の初期値として設定

されています。

詳細は、定義バックアップ対象定義ファイル内の[target file/directory]を参照してください。

 
記述形式

(1) [default]

バックアップ実行時に用いられる、対象ファイルごとのオプションの省略値が記述されている区域であることを示しま

す。

－ SetJobnet コマンド入力時にオプションで指定した値が、この区域に自動で設定されます。オプションを省略した

場合は、各オプションの初期値が設定されます。

－ [target file/directory]で、個別設定のオプションの値を省略したときはこの区域の設定値が使用されます。

－ [default]というキーワードおよびこの区域内の記述は削除しないでください。
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(2) Backup= <bkupdir>

SetJobnet コマンド入力時に-bkup オプションで指定したバックアップ先ディレクトリが、自動で設定されます。[target
file/directory]で、バックアップ先ディレクトリの指定を省略したバックアップ対象ファイルは、すべてこのディレクトリに

バックアップされます。この値は手動で編集しないでください。

(3) Generation= <generation>

SetJobnet コマンド入力時に-g オプションで指定した世代数が、自動で設定されます。-g オプションを省略した場合

は初期値の“365”が設定されます。[target file/directory]で、世代数の指定を省略したバックアップ対象ファイルは、

すべてこの世代数で管理されます。この値は手動で編集しないでください。

(4) Compression= <compression>

SetJobnet コマンド入力時に-c オプションで指定した圧縮の設定が、自動で設定されます。-c オプションを省略した場

合は初期値の“ON”が設定されます。[target file/directory]で、圧縮の指定を省略したバックアップ対象ファイルは、

すべてこの圧縮の設定で処理されます。この値は手動で編集しないでください。

 注意

Windows 版の場合、バックアップ先ディレクトリが FAT システム上にあるときは、圧縮されません。

(5) [target file/directory]

バックアップ対象のファイル／ディレクトリを設定する区域であることを示します。

－ この区域に記述された内容は手動編集可能です。

－ バックアップ対象ごとにオプションを個別設定することができます。オプションの指定を省略した場合は、[default]
の区域に設定されている値が使用されます。

－ 1 行につき、1 つのバックアップ対象の設定を記述します。

－ [target file/directory] というキーワードは削除しないでください。

(6) <filename>,<bkupdir>,<generation>,<compression>

<filename>

バックアップ対象ファイル名／ディレクトリ名をフルパスで指定します。

- ワイルドカードの使用も可能です。ディレクトリを指定した場合、その中のファイル／ディレクトリもまとめて管理

します。

- Solaris 版、Linux 版ではシンボリックリンクが指定されると、リンク先ファイルがコピーされます。

- 指定したファイル／ディレクトリが存在しなかった場合は、読み飛ばします。

- ファイル／ディレクトリは最大 1000 行まで指定可能です。

- Windows 版の場合、“SYSTEMSTATE”を指定するとシステム状態データをバックアップします。

- Windows 版の場合、“<SystemRoot>”と記述すると、Windows システムがインストールされているディレクトリ

のパスに自動的に変換します。環境変数 SystemRoot の設定値です。

- Windows 版の場合、“<SystemDrive>”と記述すると、Windows システムがインストールされているドライブ名

に自動的に変換します。環境変数 SystemDrive の設定値です。

<bkupdir>

バックアップ先ディレクトリを(2)で指定したディレクトリと異なる場所にしたい場合に指定します。

- 省略時は、(2)の設定が有効となります。

- バックアップ先ディレクトリが存在しない場合にはバックアップ実行時に作成されます。

- バックアップ先ディレクトリにネットワークドライブ上のディレクトリは指定できません。

- バックアップ先ディレクトリに以下は指定できません。
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Windows Windows システムがインストールされているドラ

イブの直下

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/

<generation>

保存する世代数を(3)で指定した値と異なる値にしたい場合に指定します。

- 省略時は、(3)の設定が有効となります。

<compression>

圧縮の設定を(4)で指定した設定と異なる設定にしたい場合に指定します。

- 圧縮する場合は“ON”、圧縮しない場合は“OFF”を指定します。

- 省略時は、(4)の設定が有効となります。

- 各システム環境での圧縮するファイル形式は以下です。

Windows NTFS 圧縮

Solaris 単一ファイルは.Z 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.Z 形式で

圧縮

Linux
Linux for Itanium

単一ファイルは.gz 形式で圧縮

複数ファイル・ディレクトリを含む場合は.tar.gz 形式で

圧縮

 
記述例

以下は Windows の場合の記述例です。

[default]
Backup=C:¥bkup
Generation=365
Compression= ON
[target file/directory]
<SystemRoot>¥system32¥drivers¥etc¥hosts,,,
<SystemRoot>¥system32¥drivers¥letc¥lmhosts,,10,
<SystemRoot>¥system32¥drivers¥etc¥services,,500,OFF
SYSTEMSTATE,,10,

コメントの記載方法

コメントを記載したい場合には、行の先頭に“#”を入力してください。

#この行はコメントです。

4.6.3 バックアップ先ディレクトリの構成

定義バックアップジョブネットを実行すると、使用するテンプレートディレクトリと同名のディレクトリが、バックアップ先ディ

レクトリ内に作成されます。

その下に、実行した日付名のディレクトリが作成され、定義バックアップ対象ファイル／ディレクトリが階層ごと格納されま

す。

世代数が設定された最大値を超えると、一番古いファイル／ディレクトリが削除されます。
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世代数がファイル／ディレクトリごとに異なる場合

定義バックアップ対象定義ファイルの個別設定で、バックアップ対象ごとに異なる保存世代数を設定したときにどのよう

に保存されるかを説明します。

DirectoryB を 5 世代、FileC を 10 世代と指定し、2007 年 6 月 1 日より毎日バックアップを保存する場合の例を以下に

示します。DirectoryB は空ディレクトリではないものとします。

1. はじめてログ管理テンプレートを実行したとき、下図のようにファイルが保存されます。

2. 毎日バックアップを保存した場合、6 日目に FileC の保存世代数である 5 世代を超えるため、最も古い 2007 年 6 月

1 日の FileC が自動的に削除されます。このとき、FileC が削除されたことで DirectoryC は空になるため、同時に

削除されます。以降、FileC が保存されるたびに最も古い日付の FileC、DirectoryC が削除されます。
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3. 11 日目に、DirectoryB の保存世代数である 10 世代を超えるため、最も古い 2007 年 6 月 1 日の DirectoryB が

自動的に削除されます。このとき、DirectoryA は空になりますので、同時に削除されます。また、20070601 ディレ

クトリも空になりますので自動的に削除されます。以降、DirectoryB が保存されるたびに最も古い日付のファイル

が削除され、空になったディレクトリも削除されます。
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4.6.4 注意事項

・ UNIX 版の場合、バックアップ対象にシンボリックリンクが含まれていると、シンボリックリンクが指している実体をバッ

クアップします。リストアした場合、シンボリックリンクが指している先の実体が復元されますので注意してください。

・ Windows 版の場合、SYSTEMSTATE をバックアップ対象定義ファイルに記述すると、更新の有無にかかわらずシ

ステム状態データのバックアップが実行されます。そのためバックアップ先には十分なディスク容量を確保してくださ

い。

システム状態データをバックアップすると、1 回のバックアップ実行につき数百メガバイトの容量が必要となります。
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4.7 PRIMEQUEST の電源投入テンプレート/電源切断テンプレー
ト

PRIMEQUEST の電源投入/切断をスケジューリングして自動化したい場合に本テンプレートを使用します。

4.7.1 PRIMEQUEST の電源投入テンプレート

4.7.1.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_pqon.txt

 
使用用途

PRIMEQUEST の電源を投入する「PRIMEQUEST の電源投入ジョブネット」を登録する際に使用します。PRIMEQUEST
の電源投入ジョブネットを起動すると、指定した PRIMEQUEST のパーティションの電源を投入します。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_pqon.txt の初期設定

NET
jobnetname PQon
jobnetcomment PQ_pwr_on
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname pwrcntl.sh
jobnumber 1
jobparam -h “MMBadd” -p “pno”
jobcomment PQ_power_on
;

変更できる設定値は以下になります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“PQ_power_on”です。

4.7.2 PRIMEQUEST の電源切断テンプレート

4.7.2.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

omgr_pqoff.txt
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使用用途

PRIMEQUEST の電源を切断する「PRIMEQUEST の電源切断ジョブネット」を登録する際に使用します。PRIMEQUEST
の電源切断ジョブネットを起動すると、指定した PRIMEQUEST のパーティションの電源を切断します。

 
テンプレートファイルの設定値

omgr_pqoff.txt の初期設定

NET
jobnetname PQoff
jobnetcomment PQ_pwr_off
noexecution ON
holidayshift IGN
execattr JES
job 1
;
JOB
jobname pwrcntl.sh
jobnumber 1
jobparam -h “MMBadd” -p “pno”
jobcomment PQ_power_off
;

変更できる設定値は以下になります。

ジョブのコメント（jobcomment）

ジョブへのコメントを 64 バイト以内で指定します。仮名半角およびユーザ定義文字を含むことはできません。初期値

は“PQ_power_on”です。

4.7.3 注意事項／制限事項

・ 運用テンプレートからジョブネットを登録する際は、テンプレートファイルの文字コードを環境に合わせて変更してく

ださい。

・ 運用テンプレートのディレクトリは、Systemwalker Operation Manager のアンインストール時に削除されます。資産を

残したい場合は、別ディレクトリに退避してください。

- 58 -



第 5 章 運用例

この章では、Systemwalker Operation Manager でそれぞれの運用テンプレートを利用した運用例を掲載します。

具体的な例を示しながら、どのように設定したら良いのかを説明します。

本章では、以下の条件を前提とした運用例を説明しています。

・ 管理 OS に Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降がインストールされ、Systemwalker Operation Manager
のセットアップが完了していること

・ 運用テンプレートのダウンロード・解凍が完了していること

 注意

PRIMEQUEST の電源投入/電源切断テンプレートの場合は、以下の条件も前提とします。

・ 管理 OS に ServerView Suite Enterprise Edition V2.20 以降がインストールされ、設定が完了していること

5.1 毎週金曜日 18：00 にシャットダウンする

毎週金曜日 18:00 にマシンをシャットダウンする例を説明します。シャットダウンテンプレートを使用します。

接続先サーバを Windows とした場合の操作例を示します。

5.1.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名：systemwalker

所有者：Administrator

 注意

Windows 版の場合、シャットダウンテンプレートを登録するプロジェクトは、Systemwalker Operation Manager のスタート

アップアカウントと同じ名前である必要があります。スタートアップアカウントは、Systemwalker Operation Manager インス

トール時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントです。ここではスタートアップアカウントを登録時の初期

値である“systemwalker”として説明します。

 
登録されるジョブネットの値

テンプレート登録時に Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

ジョブネット名：JSHEND

ジョブネット名称：shutdown_1 毎週金

シャットダウン時刻：毎週金曜日 18:00

5.1.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. “systemwalker”プロジェクトを作成します。
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作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. シャットダウンジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet systemwalker shutdown -weekly FRI -time 1800

シャットダウン出口を上書きするかの確認が表示された場合、“Y”と入力します。

 参考

シャットダウン出口とは

Windows 版の場合、Systemwalker Operation Manager でシステムを自動的にシャットダウンさせるときに、必要

に応じて登録する出口です。Systemwalker Operation Manager インストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin
¥jobschendexit.bat ファイルを使用します。

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務

選択ツリーの更新]を選択します。

“systemwalker”プロジェクト配下に“shutdown_1 毎週金”ジョブネットが登録されていることを確認します。

- 60 -



4. 起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“shutdown_1 毎週金”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎週金曜日が起動日に設定されています。
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5. 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。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に“shutdown_1”ディレクトリが作成されています。

 
実行結果の確認

金曜日 18:00 にシャットダウンが実行されます。

“shutdown_1 毎週金”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

 注意

Windows 版の場合は、シャットダウンジョブネットとリブートジョブネットは、あわせて一つしか同時に運用することはでき

ません。これは、同じシャットダウン出口を使用しているためです。

シャットダウンテンプレートを使用する場合は、必ず他のシャットダウンジョブネットとリブートジョブネットを削除してから登

録してください。

5.2 毎日 AM2:00 に再起動する

毎日 AM2:00 に再起動する例を説明します。リブートテンプレートを使用します。

接続先サーバを Windows とした場合の操作例を示します。

5.2.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名：systemwalker

所有者：Administrator

 注意

Windows 版の場合、リブートテンプレートを登録するプロジェクトは、Systemwalker Operation Manager のスタートアップ

アカウントと同じ名前である必要があります。スタートアップアカウントは、Systemwalker Operation Manager インストール

時にスタートアップアカウントの登録で指定したアカウントです。ここではスタートアップアカウントを登録時の初期値であ

る“systemwalker”として説明します。

 
登録されるジョブネットの値

テンプレート登録時に Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

ジョブネット名：JSHEND

ジョブネット名称：reboot_1 毎日

リブート時刻：毎日 AM2:00

5.2.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. “systemwalker”プロジェクトを作成します。
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作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. リブートジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet systemwalker reboot -everyday -time 0200

シャットダウン出口を上書きするかの確認が表示された場合、“y”と入力します。

 参考

シャットダウン出口とは

Windows 版の場合、Systemwalker Operation Manager でシステムを自動的にシャットダウンさせるときに、必要

に応じて登録する出口です。Systemwalker Operation Manager インストールディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin
¥jobschendexit.bat ファイルを使用します。

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager を起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務選択ツリー

の更新]を選択します。

“systemwalker”プロジェクト配下に“reboot_1 毎日”ジョブネットが登録されていることを確認します。
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4. 起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“reboot_1 毎日”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎日が起動日に設定されています。

5. 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。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に“reboot_1”ディレクトリが作成されています。

 
実行結果の確認

AM2:00 にリブートが実行されます。

“reboot_1 毎日”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

 注意

Windows 版の場合は、リブートジョブネットとシャットダウンジョブネットは、あわせて一つしか同時に運用することはでき

ません。これは、同じシャットダウン出口を使用しているためです。

リブートテンプレートを使用する場合は、必ず他のリブートジョブネットとシャットダウンジョブネットを削除してから登録して

ください。

5.3 システム（OS）のログをバックアップする

毎週月曜日 00:00 に OS のログをバックアップする例を説明します。ログ管理テンプレートを使用します。
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接続先サーバを UNIX とした場合の操作例を示します。

5.3.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名:OPTMP

所有者:root

 
登録されるジョブネットの値

テンプレート登録時に Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

ジョブネット名: logOS1

ジョブネット名称: log_OS_1 毎週月

バックアップ時刻:毎週月曜日 00:00

バックアップ先ディレクトリ:/var/backup

5.3.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. “OPTMP”プロジェクトを作成します。

作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. ログ管理ジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP log_OS -weekly MON -time 0000 -bkup /var/backup

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務

選択ツリーの更新]を選択します。

“OPTMP”プロジェクト配下に“log_OS_1 毎週月”ジョブネットが登録されていることを確認します。
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4. 起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“log_OS_1 毎週月”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎週月曜日が起動日に設定されています。
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5. 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。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に“log_OS_1”ディレクトリが作成されています。

 
実行結果の確認

月曜日 00:00 にログ管理ジョブネットが実行されます。

“log_OS_1 毎週月”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

5.3.3 過去に発生したトラブルを調査する

1. コマンドラインからバックアップ先のトラブル発生時の日付のディレクトリに移動します。

2007 年 4 月 20 日のログを調査する場合は以下のコマンドを入力します。

cd /var/backup/log_OS_1/20070420

2. vi 等のテキストエディタで調査するファイルの内容を確認します。

ここでは“messages”というファイルを調査する例を説明します。

【Solaris 版の場合】

zcat messages.Z

【Linux 版/Linux for Itanium 版の場合】

less messages.gz

5.4 システム（OS）の設定をバックアップする

毎日 00:00 に OS の設定をバックアップする例を説明します。定義バックアップテンプレートを使用します。

接続先サーバを UNIX とした場合の操作例を示します。

5.4.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名：OPTMP

所有者：root

 
登録されるジョブネットの値

テンプレート登録時に Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

ジョブネット名:defOS1

ジョブネット名称:def_bkup_1 毎日

バックアップ時刻:毎日 00:00

5.4.2 テンプレートの登録と運用手順
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登録手順

1. “OPTMP”プロジェクトを作成します。

作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. 定義バックアップジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP def_bkup_OS -everyday -time 0000 -bkup /var/backup

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務

選択ツリーの更新]を選択します。

“OPTMP”プロジェクト配下に“def_bkup_1 毎日”ジョブネットが登録されていることを確認します。

4. 起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“def_bkup_1 毎日”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎日が起動日に設定されています。
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5. 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。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に“def_bkup_1”ディレクトリが作成されています。

 
実行結果の確認

毎日 00:00 に定義バックアップジョブネットが実行されます。

“def_bkup_1 毎日”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

5.4.3 ある日付時点の OS 設定ファイルを取り出す

ここでは 2007 年 6 月 11 日の時点の“etc”ディレクトリ下の“services”という OS 設定ファイルを取り出して確認する手順

を説明します。

1. 確認するファイルをテンポラリディレクトリにコピーします。

【Solaris 版の場合】

cp -p /var/backup/def_bkup_OS_1/20070611/etc/services.Z /tmp

【Linux 版/Linux for Itanium 版の場合】

cp -p /var/backup/def_bkup_OS_1/20070611/etc/services.gz /tmp

2. コマンドラインからテンポラリディレクトリに移動します。

cd /tmp

3. 確認するファイルを解凍します。
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【Solaris 版の場合】

uncompress -f services.Z

【Linux 版/Linux for Itanium 版の場合】

gzip -d -f services.gz

4. vi 等のテキストエディタでファイルの内容を確認します。

view services

5.5 2 種類の周期でシステム（OS）の設定をバックアップする

設定ファイル“hosts”は毎週金曜日 00:00 に、システム状態データは毎週月末 00:00 にバックアップする例を説明しま

す。定義バックアップテンプレートを使用します。

接続先サーバを Windows とした場合の操作例を示します。

ここでは、2 回設定を行うことで、2 種類のバックアップを実行する方法を説明します。同時に、運用テンプレートをコピー

し、初期値を変更して使用する方法も説明します。

5.5.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名：OPTMP

所有者：Administrator

 
バックアップ先ディレクトリ

バックアップを実行した際のバックアップ先ディレクトリを以下とします。このディレクトリはコマンド入力時に指定します。

c:¥bkup

 
バックアップ対象

バックアップ対象として、以下のファイル／データを対象定義ファイルに指定します。

設定ファイル“hosts”

C:¥windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts

システム状態データ

SYSTEMSTATE

 
テンプレートディレクトリ

手動でコピーして作成するテンプレートディレクトリの名称は以下のとおりです。運用テンプレート格納ディレクトリ配下に

作成します。

設定ファイル“hosts”用

bkupA

システム状態データ用

bkupB
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登録されるジョブネットの値

テンプレート登録時に Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

設定ファイル“hosts”用

ジョブネット名:bkupA

ジョブネット名称:bkupA 毎週金

バックアップ時刻:毎週金 00:00

システム状態データ用

ジョブネット名:bkupB

ジョブネット名称:bkupB 毎月末

バックアップ時刻:毎月月末 00:00

 注意

運用テンプレートのディレクトリをコピーして使用する際は、ディレクトリ名の先頭 8 バイトがすでに登録されているジョブ

ネット名と重複しないようにします。また、ディレクトリ名には半角英数と“_”（半角アンダーバー）のみ使用できます。

テンプレートファイルとディレクトリの関係については、“第 4 章 運用テンプレートのリファレンス”を参照してください。

5.5.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. “OPTMP”プロジェクトを作成します。

作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. 設定ファイル“hosts”用のテンプレートディレクトリを作成します。

作成するには、定義バックアップテンプレートのディレクトリをコピーし、“bkupA”という名前にします。

3. “bkupA”ディレクトリ内にある定義バックアップ対象定義ファイルをメモ帳等のテキストエディタで編集します。
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4. 設定ファイル“hosts”をバックアップ対象とします。

[target file/directory]に設定してある初期値を削除し、設定ファイル“hosts”へのフルパスを記述して保存します。

5. 定義バックアップジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP def_bkup_OS -d Systemwalker Operation Manager
インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm¥bkupA -weekly FRI
-time 0000 -bkup c:¥bkup

6. システム状態データ用のテンプレートディレクトリを作成します。

作成するには、定義バックアップテンプレートのディレクトリをコピーし、“bkupB”という名前にします。
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7. “bkupB”ディレクトリ内にある定義バックアップ対象定義ファイルをメモ帳等のテキストエディタで編集します。

8. システム状態データをバックアップ対象とします。

[target file/directory]に設定してある初期値を削除し、システム状態データとして“SYSTEMSTATE”と記述し保存

します。

ここでは“SYSTEMSTATE”の世代数を“2”に設定しています。
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 注意

SYSTEMSTATE はシステム状態データをバックアップします。このファイルは数百メガバイトになります。

ハードディスクに十分な空き容量がない場合は、別のファイルを指定してください。

9. 定義バックアップジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP def_bkup_OS -d Systemwalker Operation Manager
インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpoptm¥bkupB -monthly
LAST -time 0000 -bkup c:¥bkup

10. 登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務

選択ツリーの更新]を選択します。

“OPTMP”プロジェクト配下に“bkupA 毎週金”ジョブネット“bkupB 毎月末”ジョブネットが登録されていることを確

認します。
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11. それぞれのジョブネットの起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから対象のジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または[ファイル]
メニューから[起動日]を選択します）

図 5.1 bkupB 毎月末ジョブネットの起動日
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実行結果の確認

金曜日 00:00 に定義バックアップジョブネットが実行され、設定ファイル“hosts”がバックアップされます。システム状態

データは月末 00:00 にバックアップされます。

“bkupA 毎週金”ジョブネットおよび“bkupB 毎月末”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

5.6 対象のファイルを変更してシステム（OS）の設定をバックアッ
プする

毎日 00:00 にシステムの任意の設定ファイルをバックアップする例を説明します。定義バックアップテンプレートを使用し

ます。

接続先サーバを UNIX とした場合の操作例を示します。

5.6.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
作成するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトを作成します。

プロジェクト名：OPTMP

所有者：root

 
バックアップ先ディレクトリ

バックアップを実行した際のバックアップ先ディレクトリを以下とします。このディレクトリはコマンド入力時に指定します。

/var/backup

 
バックアップ対象のファイル

バックアップ対象として、以下のファイル／データを対象定義ファイルに指定します。

/etc/fileC.conf

 
テンプレートディレクトリ

手動でコピーして作成するテンプレートディレクトリの名称は以下のとおりです。運用テンプレート格納ディレクトリ配下に

作成します。

bkupC

 
登録されるジョブネットの値

Systemwalker Operation Manager に登録されるジョブネットの値は以下のとおりです。

ジョブネット名:bkupC

ジョブネット名称:bkupC 毎日

バックアップ時刻:毎日 00:00

 注意

運用テンプレートのディレクトリをコピーして使用する際は、ディレクトリ名の先頭 8 バイトがすでに登録されているジョブ

ネット名と重複しないようにします。また、ディレクトリ名には半角英数と“_”（半角アンダーバー）のみ使用できます。

テンプレートとディレクトリの関係については、“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。
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5.6.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. “OPTMP”プロジェクトを作成します。

作成方法については“2.1.2 プロジェクトを作成する”を参照してください。

2. 運用テンプレートが格納されているディレクトリに移動します。

cd /var/opt/FJSVoptm

3. 定義バックアップテンプレートのディレクトリをコピーし、“bkupC”という名前のテンプレートディレクトリを作成しま

す。

cp -rp def_bkup_OS bkupC

4. “bkupC”ディレクトリ内にある定義バックアップ対象定義ファイルをエディタで編集します。

【Solaris 版の場合】

vi bkupC/OS_bkup_sol.def

【Linux 版/Linux for Itanium 版の場合】

vi bkupC/OS_bkup_lin.def

5. “/etc/fileC.conf”をバックアップ対象とします。

[target file/directory]に設定してある初期値を削除し、対象ファイルのフルパスと、バックアップ先ディレクトリ、世代

数、圧縮オプションを記述して保存します。今回は、バックアップ先ディレクトリ、世代数、圧縮オプションは省略し

て下記のとおり記述します。省略すると[default]域に設定された値が使用されます。

[default]
Backup=/var/backup
Generation=365
Compression= ON
[target file/directory]
/etc/fileC.conf,,,

6. 定義バックアップジョブネットを登録します。

以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP def_bkup_OS -d /var/opt/FJSVoptm/bkupC -
everyday -time 0000 -bkup /var/backup

7. 登録されたことを確認します。

8. Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[ジョブスケジューラ]を選択します。[表示]メニューの[業務

選択ツリーの更新]を選択します。
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“OPTMP”プロジェクト配下に“bkupC 毎日”ジョブネットが登録されていることを確認します。

9. ジョブネットの起動日を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“bkupC 毎日”ジョブネットを選択します。右クリックして[起動日]を選択します。（または

[ファイル]メニューから[起動日]を選択します）

図のとおり、毎日が起動日に設定されています。

 
実行結果の確認

毎日 00:00 に定義バックアップジョブネットが実行されます。
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“bkupC 毎日”ジョブネットの実行結果を確認します。

確認方法については“2.5 実行結果を確認する”を参照してください。

5.7 毎日 8:00 に PRIMEQUEST の電源を投入し、17:30 に電
源を切断する

PRIMEQUEST のパーティションの電源を毎日 08:00 に起動し、業務終了後の 17:30 に、電源を切断する例を説明しま

す。

これにより、電源投入／切断を自動化して運用することができます。

5.7.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。

 
管理サーバ

プロジェクト

プロジェクト名：OPTMP

所有者：root

電源投入ジョブネット

ジョブネット名：PQon1

ジョブネット名称：PQ_pwr_on_1 毎日

電源投入時刻：毎日 08:00

電源切断ジョブネット

ジョブネット名：PQoff1

ジョブネット名称：PQ_pwr_off_1 毎日

電源切断時刻：毎日 17:30

 
PRIMEQUEST

MMB のホスト名：PQhost

対象パーティション：1

5.7.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. 管理サーバに電源投入ジョブネットを登録します。管理サーバで以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP PQ_pwr_on -everyday -time 0800 -h PQhost -p 1

2. 続いて、電源切断ジョブネットを登録します。以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP PQ_pwr_off -everyday -time 1730 -h PQhost -p 1

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。
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Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、”OPTMP”プロジェクト配下に”PQ_pwr_on_1 毎日”ジョブ

ネットおよび”PQ_pwr_off_1 毎日”ジョブネットが登録されていることを確認します。

4. 起動日を確認します。

”PQ_pwr_on_1 毎日”ジョブネットおよび”PQ_pwr_off_1 毎日”ジョブネットの起動日を表示して確認します。図の

とおり、毎日が起動日に設定されています。

5. 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。
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運用テンプレート格納ディレクトリ下に”PQ_pwr_on_1”ディレクトリおよび”PQ_pwr_off_1”ディレクトリが作成されて

います。

 
実行結果の確認

毎日 08:00 に PRIMEQUEST の電源投入ジョブネット(PQ_pwr_on_1 毎日)が実行され、毎日 17:30 に PRIMEQUEST
の電源切断ジョブネット(PQ_pwr_off_1 毎日)が実行されます。

“PQ_pwr_on_1 毎日”ジョブネットおよび”PQ_pwr_off_1 毎日”ジョブネットの実行結果を確認します。

5.8 PRIMEQUEST 上の業務の終了を待ってから電源を切断す
る

PRIMEQUEST のパーティション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見計らって電源

切断することもできます。

 ポイント

この場合、対象となる PRIMEQUEST のパーティションにも Systemwalker Operation Manager が導入されている必要が

あります。

5.8.1 設定内容

ここでは以下の値を使用します。
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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：root

電源切断ジョブネット

ジョブネット名：PQoff1

ジョブネット名称：PQ_pwr_off_1

 
対象 PRIMEQUEST

MMB の IP アドレス：PQhost

対象パーティション：1

プロジェクト

プロジェクト名：PQPRJ

所有者：root

業務用ジョブネット

業務用のジョブが複数登録されています。

電源切断ジョブネットと起動するために、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。

ジョブネット名：業務 Job

ジョブネット名称：業務 Job

発行するメッセージ事象：msg_pqoff

5.8.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

 注意

業務用のジョブの登録手順については割愛します。

1. 対象 PRIMEQUEST 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(注)を登録します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、業務用ジョブネットを変更します。

注)メッセージ事象名に”msg_pqoff”、ホスト名に”Host1”を指定します。
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2. 管理サーバに電源切断ジョブネットを登録します。管理サーバで以下のコマンドを入力します。

SetJobnet OPTMP PQ_pwr_off -h PQhost -p 1

3. ジョブネットが登録されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、”OPTMP”プロジェクト配下に”PQ_pwr_off_1”ジョブネッ

トが登録されていることを確認します。

4. 電源切断ジョブネットに、待ち合わせるメッセージ事象を設定します。

Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、ジョブネットの[プロパティ]から変更します。
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5. 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。

運用テンプレート格納ディレクトリ下に”PQ_pwr_off_1”ディレクトリが作成されています。

 
実行結果の確認

対象 PRIMEQUEST 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電源切断ジョブネット(PQ_pwr_off_1)が起動されます。

“PQ_pwr_off_1”ジョブネットの実行結果を確認します。
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第 6 章 メッセージ一覧

本章では、Systemwalker Operation Manager で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。

6.1 コマンド入力時のエラーメッセージ

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。

 
バックアップ先ディレクトリは指定できません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレート以外のテンプレートにおいて、バックアップ先ディレクトリが指定さ

れました。

 
【対処方法】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレート以外のテンプレートでは、バックアップ先ディレクトリは指定できませ

ん。-bkup オプションは指定しないでください。

 
バックアップ先ディレクトリが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレートにおいて、バックアップ先ディレクトリが指定されませんでした。
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【対処方法】

[-bkup バックアップ先ディレクトリ]を指定します。バックアップ先ディレクトリはフルパスもしくはカレントからのパスで指定

します。

 
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。

 
定義ファイル[%1]がありません。

 
【メッセージの意味】

定義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。

 
【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。

・ Windows 版の場合、すでにシャットダウンジョブネットかリブートジョブネットが登録されています。シャットダウンジョ

ブネットとリブートジョブネットをすべて削除してから、テンプレートを実行してください。

・ 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]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。
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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。

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。

 
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。

 
引数(-g)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-g)が指定されました。

 
【対処方法】

ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレート以外のテンプレートでは、[-g 世代数]オプションは指定できません。

[-g 世代数]オプションは指定しないでください。

 
世代が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレートにおいて、[-g 世代数]オプションを指定しているのに、世代数が指

定されませんでした。

 
【対処方法】

[-g 世代数]オプションの世代数を 1 から 500 の範囲の整数値で指定してください。

 
世代数が間違っています。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレートにおいて、[-g 世代数]オプションの世代数に不正な値が指定され

ました。

 
【対処方法】

[-g 世代数]オプションの世代数を 1 から 500 の範囲の整数値で指定してください。

 
引数(-c)は指定できません。
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【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-c)が指定されました。

 
【対処方法】

ログ管理テンプレート、定義バックアップテンプレート以外のテンプレートでは、[-c 圧縮オプション]は指定できません。[-c
圧縮オプション]は指定しないでください。

 
圧縮オプションが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレートにおいて、[-c 圧縮オプション]の圧縮オプション(“ON”また

は“OFF”)が指定されませんでした。

 
【対処方法】

[-c 圧縮オプション]の圧縮オプションには“ON”か“OFF”を指定してください。

 
圧縮オプションが間違っています。

 
【メッセージの意味】

ログ管理テンプレート・定義バックアップテンプレートにおいて、[-c 圧縮オプション]の圧縮オプションに“ON”と“OFF”以
外が指定されました。

 
【対処方法】

[-c 圧縮オプション]の圧縮オプションには“ON”か“OFF”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。

 
【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。
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【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。または[-bkup バックアップ先

ディレクトリ]オプションにおいて、“バックアップ先ディレクトリ”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

 
【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。

 
Y/N を入力してください。

 
【メッセージの意味】

シャットダウン出口の上書き確認において、Y と N 以外の値が入力されました。

 
【対処方法】

上書きしても良い場合は Y、上書きしない場合は N を入力してください。
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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。

 
指定できないディレクトリです。

 
【メッセージの意味】

バックアップ先ディレクトリに、Windows 版の場合は Windows システムがインストールされているドライブの直下、UNIX
版の場合は“/”を指定しました。

 
【対処方法】

Windows 版の場合は Windows システムがインストールされているドライブの直下、UNIX 版の場合は“/”を指定すること

はできません。他のディレクトリを指定してください。

 
引数(-h)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断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】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレート以外のテンプレートでは、[-h MMB
アドレス]は指定できません。[-h MMB アドレス]は指定しないでください。

 
MMB アドレスが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレートにおいて、MMB アドレスが指定され

ませんでした。

 
【対処方法】

[-h MMB アドレス]を指定します。ホスト名または IP アドレスを MMB アドレスに指定します。

 
引数(-p)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレート以外のテンプレートにおいて、引数(-p)
が指定されました。

 
【対処方法】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレート以外のテンプレートでは、[-p パーティ

ション番号]は指定できません。[-p パーティション番号]は指定しないでください。

 
パーティション番号が指定されていません。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレートにおいて、パーティション番号が指定

されませんでした。
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【対処方法】

[-p パーティション番号]を指定します。パーティション番号には操作対象パーティションの番号もしくは文字列”all”を指

定します。

 
パーティション番号が間違っています。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST の電源投入テンプレート・PRIMEQUEST の電源切断テンプレートにおいて、[-p パーティション番号]オ
プションのパーティション番号に不正な値が指定されました。

 
【対処方法】

[-p パーティション番号]オプションのパーティション番号には整数もしくは文字列”all”を指定してください。

6.2 実行結果のメッセージ表示

6.2.1 ログ管理
 

ログ管理対象定義ファイルがありません。
 

【メッセージの意味】

指定されたログ管理対象定義ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

テンプレートディレクトリにあるログ管理対象定義ファイルのファイル名を確認してください。ログ管理対象定義ファイルが

存在しなければ、テンプレートを登録しなおしてください。

 
[default]がありません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理対象定義ファイル内の記述において、“[default] ”行がありません。

 
【対処方法】

“[default] ”行を記述してください。

 
[target file/directory]がありません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理対象定義ファイル内の記述において、“[target file/directory] ”行がありません。

 
【対処方法】

“[target file/directory] ”行を記述してください。

 
バックアップ先ディレクトリが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

ログ管理対象定義ファイル内の記述において、“Backup= <bkupdir>”行の“<bkupdir>”の指定が空欄になっています。

 
【対処方法】

“<bkupdir>”にバックアップ先ディレクトリを指定してください。

 
対象ファイルが指定されていません。
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【メッセージの意味】

ログ管理対象定義ファイル内の記述において、“<filename>,<bkupdir>,<generation>,<compression>”行の“<filename>”
の指定が空欄になっています。

 
【対処方法】

“<filename>”にバックアップ対象ファイル名またはディレクトリ名を指定してください。

 
対象ファイル／ディレクトリ（%1）は存在しないため読み飛ばしました。

 
【メッセージの意味】

定義ファイルに指定された対象ファイル／ディレクトリが存在しません。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名

 
【対処方法】

定義ファイルの指定を確認してください。

 
対象ファイル/ディレクトリは 1000 個までしか指定できません。

 
【メッセージの意味】

対象ファイル／ディレクトリの指定が 1000 個を超えました。

 
【対処方法】

対象ファイル／ディレクトリを 1000 個以内で指定してください。

 
バックアップ先ディレクトリ(%1)は指定できません。

 
【メッセージの意味】

指定できないバックアップ先ディレクトリが設定されました。

 
【パラメタの意味】

%1:ディレクトリ名

 
【対処方法】

Windows 版の場合は Windows システムがインストールされているドライブの直下、UNIX 版の場合は”/”を指定すること

はできません。他のディレクトリを指定してください。

 
バックアップ先ディレクトリを作成することができませんでした。：(%1)

 
【メッセージの意味】

バックアップ先ディレクトリを作成できませんでした。

 
【パラメタの意味】

%1:ディレクトリ名

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ ディレクトリの指定が間違っています。ディレクトリの指定で使用できない文字が使われていないか確認してください。

・ ディレクトリの作成権限がありません。ディレクトリを作成する権限があるかどうか確認してください。

・ ネットワークドライブは指定できません。ローカルドライブを指定してください。
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バックアップの世代は 1 ～ 500 の範囲の整数値で指定してください。：(%1)
 

【メッセージの意味】

バックアップを保存する世代数に不正な値が指定されました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名、または“[default]”

ファイル名またはディレクトリ名の場合はバックアップ対象ごとの個別の指定、“ [default] ”の場合はデフォルト設定値の

指定を意味する。

 
【対処方法】

バックアップを保存する世代数は 1 ～ 500 の整数値を指定してください。

 
圧縮オプションには”ON”か”OFF”を指定してください。：(%1)

 
【メッセージの意味】

圧縮オプションに“ON”か“OFF”以外が指定されました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名、または“[default]”

ファイル名またはディレクトリ名の場合はバックアップ対象ごとの個別の指定、“ [default] ”の場合はデフォルト設定値の

指定を意味する。

 
【対処方法】

圧縮オプションは“ON”か“OFF”を指定してください。

 
バックアップに失敗しました。：(%1)

 
【メッセージの意味】

バックアップに失敗しました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ ディスク容量が不足しています。十分なディスク容量を確保してください。

・ バックアップ中に対象ファイル／ディレクトリを操作したため、バックアップできませんでした。バックアップ中は操作し

ないようにしてください。

・ ファイル／ディレクトリの読み取り権限がありません。

6.2.2 定義バックアップ
 

定義バックアップ対象定義ファイルがありません。
 

【メッセージの意味】

指定された定義バックアップ対象定義ファイルが見つかりませんでした。

 
【対処方法】

テンプレートディレクトリにある定義バックアップ対象定義ファイルのファイル名を確認してください。定義バックアップ対

象定義ファイルが存在しなければ、テンプレートを登録しなおしてください。
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[default]がありません。

 
【メッセージの意味】

定義バックアップ対象定義ファイル内の記述において、“[default] ”行がありません。

 
【対処方法】

“[default] ”行を記述してください。

 
[target file/directory]がありません。

 
【メッセージの意味】

定義バックアップ対象定義ファイル内の記述において、“[target file/directory] ”行がありません。

 
【対処方法】

“[target file/directory] ”行を記述してください。

 
バックアップ先ディレクトリが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

定義バックアップ対象定義ファイル内の記述において、“Backup= <bkupdir>”行の“<bkupdir>”の指定が空欄になって

います。

 
【対処方法】

“<bkupdir>”にバックアップ先ディレクトリを指定してください。

 
対象ファイルが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

定義バックアップ対象定義ファイル内の記述において、“<filename>,<bkupdir>,<generation>,<compression>”行
の“<filename>”の指定が空欄になっています。

 
【対処方法】

“<filename>”にバックアップ対象ファイル名またはディレクトリ名を指定してください。

 
対象ファイル／ディレクトリ（%1）は存在しないため読み飛ばしました。

 
【メッセージの意味】

定義ファイルに指定された対象ファイル／ディレクトリが存在しません。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名

 
【対処方法】

定義ファイルの指定を確認してください。

 
対象ファイル/ディレクトリは 1000 個までしか指定できません。

 
【メッセージの意味】

対象ファイル／ディレクトリの指定が 1000 個を超えました。

 
【対処方法】

対象ファイル／ディレクトリを 1000 個以内で指定してください。
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バックアップ先ディレクトリ(%1)は指定できません。
 

【メッセージの意味】

指定できないバックアップ先ディレクトリが設定されました。

 
【対処方法】

Windows 版の場合は Windows システムがインストールされているドライブの直下、UNIX 版の場合は“/”を指定すること

はできません。他のディレクトリを指定してください。

 
バックアップ先ディレクトリを作成することができませんでした。：(%1)

 
【メッセージの意味】

バックアップ先ディレクトリを作成できませんでした。

 
【パラメタの意味】

%1:ディレクトリ名

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ ディレクトリの指定が間違っています。ディレクトリの指定で使用できない文字が使われていないか確認してください。

・ ディレクトリの作成権限がありません。ディレクトリを作成する権限があるかどうか確認してください。

・ ネットワークドライブは指定できません。ローカルドライブを指定してください。

 
バックアップの世代は 1 ～ 500 の範囲の整数値で指定してください。：(%1)

 
【メッセージの意味】

バックアップを保存する世代数に不正な値が指定されました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名、または“[default]”

ファイル名またはディレクトリ名の場合はバックアップ対象ごとの個別の指定、“ [default] ”の場合はデフォルト設定値の

指定を意味する。

 
【対処方法】

バックアップを保存する世代数は 1 ～ 500 の整数値を指定してください。

 
圧縮オプションには”ON”か”OFF”を指定してください。：(%1)

 
【メッセージの意味】

圧縮オプションに“ON”か“OFF”以外が指定されました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名、または“[default]”

ファイル名またはディレクトリ名の場合はバックアップ対象ごとの個別の指定、“ [default] ”の場合はデフォルト設定値の

指定を意味する。

 
【対処方法】

圧縮オプションは“ON”か“OFF”を指定してください。

 
更新されたファイル/ディレクトリはありません。
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【メッセージの意味】

前回バックアップ時から更新されたファイル／ディレクトリが存在しません。

 
【対処方法】

対象のファイル／ディレクトリが更新されていないため、バックアップは実行されません。

 
バックアップに失敗しました。：(%1)

 
【メッセージの意味】

バックアップに失敗しました。

 
【パラメタの意味】

%1:ファイル名またはディレクトリ名

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ ディスク容量が不足しています。十分なディスク容量を確保してください。

・ バックアップ中に対象ファイル／ディレクトリを操作したため、バックアップできませんでした。バックアップ中は操作し

ないようにしてください。

・ ファイル／ディレクトリの読み取り権限がありません。

6.2.3 PRIMEQUEST の電源投入
 

ServerView Suite との連携に失敗しました。
 

【メッセージの意味】

SVS EE(ServerView Suite Enterprise Edition)の電源制御機能との連携に失敗しました。

 
【対処方法】

SVS EE が導入されていない可能性があります。管理サーバに SVS EE をインストールしてください。

 
電源投入に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST のパーティションの電源投入に失敗しました。

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ 不当なパーティション番号が指定されました。対象パーティションが正しく指定されているか確認してください。

・ MMB アドレスが間違っています。MMB のホスト名または IP アドレスが正しく指定されているか確認してください。

・ SVS EE(ServerView Suite Enterprise Edition)の設定が正しく行われていません。SVS EE の管理デスクトップから電

源制御が可能であることを確認してください。

6.2.4 PRIMEQUEST の電源切断
 

ServerView Suite との連携に失敗しました。
 

【メッセージの意味】

SVS EE(ServerView Suite Enterprise Edition)の電源制御機能との連携に失敗しました。
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【対処方法】

SVS EE が導入されていない可能性があります。管理サーバに SVS EE をインストールしてください。

 
電源切断に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

PRIMEQUEST のパーティションの電源切断に失敗しました。

 
【対処方法】

原因として、以下の可能性が考えられます。

・ 不当なパーティション番号が指定されました。対象パーティションが正しく指定されているか確認してください。

・ MMB アドレスが間違っています。MMB のホスト名または IP アドレスが正しく指定されているか確認してください。

・ SVS EE(ServerView Suite Enterprise Edition)の設定が正しく行われていません。SVS EE の管理デスクトップから電

源制御が可能であることを確認してください。
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