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本書の目的

本書は、Systemwalker Operation Manager V13.0.0 以降に定義テンプレートを適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 が提供する定義テンプレートを使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

定義テンプレートの概要を説明しています。

第 2 章 定義テンプレートの使用方法

定義テンプレートの使用方法を説明しています。

第 3 章 コマンド

定義テンプレートを登録するコマンドについて説明しています。

第 4 章 定義テンプレートのリファレンス

定義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

定義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

定義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。

Windows 版と UNIX 版の固有記事について

本書は、Windows 版、UNIX 版共通に記事を掲載しています。Windows 版のみの記事、UNIX 版のみの記事は、以下のように記

号を付けて共通の記事と区別しています。
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タイトル【Windows 版】

タイトル、小見出しの説明部分全体が、Windows 版固有の記事です。

タイトル【UNIX 版】

タイトル、小見出しの説明部分全体が、UNIX 版固有の記事です。

本文中で Windows 版と UNIX 版の記載が分かれる場合は、“Windows 版の場合は～”“UNIX 版の場合は～”のように場合分け

して説明しています。

 
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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional 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。
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－ 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

・ 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。
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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。

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。

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

平成 20 年 6 月

改版履歴

平成 19 年 11 月 初版

平成 20 年 6 月 第 2 版

Copyright FUJITSU LIMITED 1995-2008
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第 1 章 概要

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

1.1 定義テンプレートとは

定義テンプレートは、Systemwalker Operation Manager への祝日を設定したカレンダの登録やジョブネット前回履歴の世代管理など、

多くの環境で定型化している作業を簡単に行うためのテンプレートです。

今までそれぞれのお客様の環境にて、環境ごとに個別に用意してきた制御文などがテンプレートとして提供されるため、登録・設定時

の手間を軽減できます。

1.2 定義テンプレートを使ってどんなことができるか

Systemwalker Operation Manager は、以下の定義テンプレートを提供しています。

・ 祝日カレンダテンプレート

祝日を休日として設定したカレンダを Systemwalker Operation Manager に登録します。今年、来年、再来年の 3 年分の祝日を一

括設定したカレンダが登録されます。日曜・祝日、土曜・日曜・祝日を休日としたパターンのカレンダも登録できます。

・ ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレート

ジョブネット前回履歴とは、ジョブネットの中の各ジョブの前回履歴をひとつのファイルにまとめたものです。

ジョブネット前回履歴は指定した世代数分退避できるため、退避されたファイルをエディタなどで開いて過去の履歴を確認するこ

とができます。

ジョブネット前回履歴を複数世代管理するためのテンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録します。Systemwalker
Operation Manager 上にジョブネット正常終了出口またはジョブネット異常終了出口として登録することで、ジョブネット前回履歴が

あらかじめ定義した任意のディレクトリに退避されます。
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ジョブネット前回履歴を週や月単位で管理したい場合や、トラブル発生時の調査工数削減のために過去のジョブネット前回履歴

を保存しておきたい場合などで使用します。

1.3 祝日カレンダテンプレートの概要

1.3.1 初期設定のままで運用する場合

ここでは、定義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。

 
祝日カレンダテンプレートの登録

祝日カレンダテンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録するには、祝日カレンダテンプレート登録コマンドを入力します。

祝日カレンダ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。

1.3.2 初期設定を変更して運用する場合

祝日カレンダ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。通常はテンプレートファイルを編集する必要はありませ

んが、テンプレートファイルをコピーして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。

・ Systemwalker Operation Manager に登録されるカレンダ名を変更したい場合

・ 休日の設定を変更したい場合
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ただし、初期設定を変更して運用する場合、提供する 新版の祝日カレンダテンプレートでカレンダを更新するたびに、同様の編集

をする必要があります。

 
初期設定を変更する場合の祝日カレンダテンプレートの登録

初期設定を変更する場合、元となるテンプレートファイルをコピーし、ファイル名を変更して編集します。

テンプレートファイルは使用する OS ごとに calendar ディレクトリ配下に格納されています。編集後は OS の文字コードにあわせてテン

プレートファイルを保存する必要があります。

祝日カレンダテンプレート登録コマンドを入力する際、編集したテンプレートファイルを指定します。

calendar ディレクトリ配下の、コピー元のテンプレートファイルが格納されているディレクトリと同じディレクトリにコピーした場合は、ファイ

ル名のみ指定します。

コピー元のテンプレートファイルが格納されているディレクトリとは別のディレクトリにコピーした場合は、テンプレートファイルのフルパス

を指定します。
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1.4 ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートの概要

1.4.1 初期設定のままで運用する場合

ここでは、定義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。

 
ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートの登録

ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを Systemwalker Operation Manager に登録するには、ジョブネット前回履歴の世代管理

テンプレート登録コマンドを入力します。ジョブネット前回履歴の世代管理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。
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1.5 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

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。
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第 2 章 定義テンプレートの使用方法

この章では、定義テンプレートの使用方法について説明します。

2.1 定義テンプレートを準備する

使用する定義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. 定義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。

以下のディレクトリに解凍します。

Windows Systemwalker Operation Manager インストール先ディ

レクトリ¥MpWalker.JM

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、定義テンプレート格納ディレクトリが作成されます。定義テンプレート格納ディレクトリ名は、Windows 版の場合

は“mpdftm”ディレクトリ、UNIX 版の場合は“FJSVdftm”ディレクトリです。

定義テンプレート格納ディレクトリについては“4.1 定義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。

2.2 祝日カレンダテンプレートの使用方法

この節では、祝日カレンダテンプレートの使用方法について説明します。

2.2.1 祝日カレンダテンプレートを登録する

Systemwalker Operation Manager に祝日カレンダテンプレートを登録します。

祝日カレンダテンプレートは、[カレンダ]として登録されます。

登録するには、SetCalendar コマンドを入力します。

祝日のみを休日として祝日カレンダを登録するには、以下のコマンドを入力します。

SetCalendar holiday

オプションを変更することで、日曜日と祝日、土曜日と日曜日と祝日を休日として祝日カレンダを登録することができます。

SetCalendar コマンドの詳細については“3.1 SetCalendar 祝日カレンダテンプレート登録コマンド”を参照してください。

 注意

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)の権限で実行してください。

 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定義テ

ンプレート格納ディレクトリ下の calendar 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。
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【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¥mpdftm¥calendar

登録コマンドを入力します。

SetCalendar holiday

【UNIX 版の場合】

ディレクトリを移動します。

cd /var/opt/FJSVdftm/calendar

登録コマンドを入力します。

./SetCalendar holiday

2.2.2 登録結果を確認する

祝日カレンダ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。

“holiday”祝日カレンダテンプレートを使用した場合の例を示します。“holiday”祝日カレンダテンプレートを初期設定のまま使用する

と、Systemwalker Operation Manager には“DFTM_Holiday”カレンダが登録されます。

1. Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[カレンダ]を選択します。

2. [業務選択]ウィンドウから“DFTM_Holiday”カレンダを選択し、祝日が休日として設定されていることを確認します。
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2.2.3 ジョブネットにカレンダの起動日情報を設定する

Systemwalker Operation Manager に登録されているジョブネットに、祝日カレンダテンプレートで登録したカレンダを使用して起動日情

報を設定する方法を説明します。

ここでは、“DFTM”プロジェクトに“JobnetA”ジョブネットが登録されているものとして説明します。

 
設定手順

1. “JobnetA”ジョブネットのプロパティを開きます。

[業務選択]ウィンドウから“JobnetA”ジョブネットを選択します。右クリックして[プロパティ]を選択します。（または[ファイル]メニューから

[プロパティ]を選択します）
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2. [カレンダ]シートの[選択していないカレンダ]から登録した“DFTM_Holiday”カレンダを選択し、[追加]ボタンをクリックします。

3. 休日の取り扱いを指定します。

[起動日]シートで設定する起動日と休日が重なった場合の取り扱いについて、以下の中から選択します。

－ [起動しない]：ジョブネットは起動しません。

－ [起動する]：休日を無視して、ジョブネットを起動します。

－ [前日にシフト]：前日の方向に起動日をシフトします。

－ [翌日にシフト]：翌日の方向に起動日をシフトします。
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2.2.4 祝日カレンダテンプレートで登録したカレンダを削除する

ここでは祝日カレンダテンプレートで登録したカレンダを削除する方法を説明します。

登録した“DFTM_Holiday”を削除する例を示します。

 
削除手順

1. Systemwalker Operation Manager クライアントを起動し、[カレンダ]を選択します。

2. “DFTM_Holiday”カレンダを削除します。

[業務選択]ウィンドウから[カレンダ]－“DFTM_Holiday”カレンダを選択します。右クリックして[削除]を選択します。（または[ファ

イル]メニューから[削除]を選択します）
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2.2.5 祝日カレンダテンプレートを更新・変更する

ここでは、祝日カレンダテンプレートを更新する方法、および登録内容を変更する方法を説明します。

更新とは、祝日カレンダテンプレートで登録した祝日カレンダを 新の状態にすることを指します。また、変更とは、すでに祝日カレン

ダテンプレートで Systemwalker Operation Manager に登録してあるカレンダを、休日情報が異なるカレンダにすることを指します。

どちらも既存のカレンダを上書きするため、Systemwalker Operation Manager クライアントから手動で設定した情報や、祝日カレンダテ

ンプレートの初期設定を変更して登録した休日情報はクリアされます。

 
祝日カレンダテンプレートを更新する

毎年 Systemwalker 技術情報サイトにて、その年から数えて 3 年分の祝日カレンダテンプレートが公開されます。

祝日カレンダテンプレートが更新されたら、 新版のカレンダテンプレートを再度ダウンロードし、カレンダを更新（上書き）してくださ

い。

更新は、“2.2.1 祝日カレンダテンプレートを登録する”と同じ手順で行います。過去に祝日カレンダテンプレートで登録したカレンダは

削除せず、そのまま再度登録してください。

祝日カレンダテンプレートの初期設定を変更して登録している場合、更新する 新版の祝日カレンダテンプレートに対しても同様に変

更する必要があります。初期設定を変更する方法については“2.2.7 祝日カレンダ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。

 
祝日カレンダテンプレートの登録内容を変更する

すでに登録してある祝日カレンダテンプレートの登録内容を変更したい場合は、初期設定を変更して登録し直す必要があります。初

期設定を変更する方法については“2.2.7 祝日カレンダ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。このとき、テ

ンプレートファイルの“calendarname”の値を、すでに登録してあるカレンダ名と同じ名前にして登録すれば、カレンダが変更されます。

 注意

[ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能２]シートで[起動日再作成の抑止]を指定していない場合、以下の動作

となります。

ジョブネットが引用中のカレンダを変更した場合、ジョブネットの起動日は変更されたカレンダをもとに再設定されます。カレンダの変更

後にジョブネット起動日(特異日の設定)を確認・修正してください。
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2.2.6 祝日カレンダに休日を追加する

祝日カレンダテンプレートを更新すると、Systemwalker Operation Manager クライアント上からカレンダに対して個別に設定した休日の

情報はクリアされます。そのため、個別設定したい場合は、もうひとつ別のカレンダを作成してそちらに個別の設定を行い、祝日カレン

ダテンプレートと合わせて使用してください。ジョブネットに設定するカレンダは 5 つまで追加することができます。

ここでは、個別設定したカレンダを“User_Calendar”とし、ひとつのジョブネットで 2 つのカレンダを使用する方法を説明します。

 
設定手順

1. “2.2.1 祝日カレンダテンプレートを登録する”にしたがって “DFTM_Holiday”カレンダを登録します。

2. 個別設定する“User_Calendar”カレンダを作成します。

ここでは、2007 年 12 月 28 日から 31 日までを休日に設定した例を示します。

[業務選択]ウィンドウから[カレンダ]を選択後、[ファイル]メニューから[新規作成]－[カレンダ]を選択して新しいカレンダを作成

し、該当の日付をダブルクリックします。下図のとおり赤色で表示されます。

[ファイル]メニューの[保存]－[名前をつけて保存]を選択します。

“User_Calendar”と名前をつけて保存します。

3. “2.2.3 ジョブネットにカレンダの起動日情報を設定する”にしたがって、登録したカレンダをジョブネットに設定します。

“DFTM_Holiday”と“User_Calendar”を追加し、組み合わせ条件を“選択したいずれかのカレンダで休日の時に休日とする”と指

定します。
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4. 登録結果を確認します。

[業務選択]ウィンドウから“JobnetA”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、両方のカレンダの休日が設定されていることを確認します。
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2.2.7 祝日カレンダ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祝日カレンダ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“1.3.2 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登録手順

祝日のみを休日とする“holiday”テンプレートファイルをコピーして“Copy_holiday”とし、登録するカレンダ名を“祝日パターン 1”、2008
年の 1 月 2 日と 3 日を休日とする例を示します。

1. テンプレートファイルを“Copy_holiday”という名前で同じディレクトリにコピーします。使用する OS に合ったディレクトリ下のテン

プレートファイルをコピーしてください。

【Windows 版の場合】

【UNIX 版の場合】

定義テンプレート格納ディレクトリ配下の calendar/unix ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。

cp -p holiday Copy_holiday

2. テンプレートファイルを編集します。

“Copy_holiday”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】

メモ帳等のテキストエディタで“Copy_holiday”ファイルを開き、“calendarname”の値を変更します。
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休日を設定します。

2008 年の 1 月に、2 日と 3 日を設定します。図のとおり“yearset 2008”の“monthset 1”が設定してある箇所を探し、“dayset”の値

に“2”と“3”を追加します。

【UNIX 版の場合】

vi Copy_holiday

Windows 版の場合と同様にテンプレートファイルの内容を書き換えます。

 注意

Systemwalker Operation Manager に、calendarname で指定した名前と同じ名前のカレンダがすでに登録してある場合は上書き

されます。

3. SetCalendar コマンドで祝日カレンダ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。
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SetCalendar Copy_holiday

4. “2.2.2 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。

“祝日パターン 1”カレンダの“2008”シートを選択し、1 月 2 日と 3 日が休日に設定されていることを確認します。

 注意

テンプレートファイルの文字コードは、祝日カレンダテンプレート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。

2.3 ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートの使用方法

この節では、ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートの使用方法について説明します。

2.3.1 ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを登録する

1. Systemwalker Operation Manager のサービス/デーモンを停止します。

【Windows 版の場合】

poperationmgr

【UNIX 版の場合】

/opt/systemwalker/bin/poperationmgr
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2. Systemwalker Operation Manager にジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを登録します。

登録には、SetOutputBkup コマンドを用います。ジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口が配置されます。

SetOutputBkup [-g 世代数] バックアップ先ディレクトリへのパス

 注意

カレントディレクトリを下記に移動してから実行します。

【Windows 版の場合】

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

【UNIX 版の場合】

/var/opt/FJSVdftm/outputbkup

 ポイント

クラスタの 2 ノード相互待機運用の場合は、バックアップ先ディレクトリは下記の手順 4．でファイルを編集して指定するため、

SetOutputBkup コマンドのバックアップディレクトリへのパスには任意の文字列を指定してください。

SetOutputBkup コマンドの詳細は、3.2 SetOutputBkup ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレート登録コマンドを参照してく

ださい。

3. 登録結果を確認します。

以下のディレクトリにジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口が配置されたことを確認します。

【Windows 版の場合】

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin
¥normalexit.bat（ジョブネット正常終了出口）

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥bin
¥jobschexit.bat（ジョブネット異常終了出口）

【UNIX 版の場合】

/opt/FJSVJOBSC/bin/jobsch.exit.normal（ジョブネット正常終了出口）

/opt/FJSVJOBSC/bin/jobsch.exit（ジョブネット異常終了出口）

4. クラスタの 2 ノード相互待機で運用している場合は、登録したジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口を編集

する必要があります。以下のように設定してください。

 注意

2 ノード相互待機以外のクラスタ運用の場合は必要ありません。

【Windows の場合】

以下は、サブシステム 3 とサブシステム 4 を運用し、各ノードのバックアップ先ディレクトリのマウントポイントをそれぞれ、

z:omgr1¥log、y:¥omgr2¥log とする場合の例です。

a. 以下のコメントで囲まれた部分をコメントアウトする。
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Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (start)

Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (end)

[変更前]

rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
set _dir=c:¥log
rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(end)

[変更後]

rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
rem set _dir=c:¥log
rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(end)

b. 以下のコメントで囲まれた部分のコメントをはずす。

Setting for mutual standby cluster system (start)

Setting for mutual standby cluster system (end)

[変更前]

rem Setting for mutual standby cluster system (start)
rem set _subsysa=”1”
rem set _subsysb=”2”
rem if "%7" == "%_subsysa%" (
rem    set _dir=z:¥omgr1
rem )
rem if "%7" == "%_subsysb%" (
rem    set _dir=y:¥omgr2
rem )
rem Setting for mutual standby cluster system (end)

[変更後]

rem Setting for mutual standby cluster system (start)
set _subsysa="1"
set _subsysb="2"
if "%7" == "%_subsysa%" (
    set _dir=z:¥omgr1¥log
)
if "%7" == "%_subsysb%" (
    set _dir=y:¥omgr2¥log
)
rem Setting for mutual standby cluster system (end)

c. b.でコメントを外した中にある「set _subsysa」、「set _subsysb」のそれぞれに、相互待機するサブシステム番号を設定する。

[変更前]

set _subsysa="1"
set _subsysb="2"

[変更後]
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set _subsysa="3"
set _subsysb="4"

d. b.でコメントを外した中に 2 箇所ある「set _dir」のそれぞれに、バックアップ先ディレクトリとする、各ノードの共有ディスクの

マウントポイントを設定する。

[変更前]

if "%7" == "%_subsysa%" (
    set _dir=z:¥omgr1
)
if "%7" == "%_subsysb%" (
    set _dir=y:¥omgr2
)

[変更後]

if "%7" == "%_subsysa%" (
    set _dir=z:¥omgr1¥log
)
if "%7" == "%_subsysb%" (
    set _dir=y:¥omgr2¥log
)

e. a.～ d.の設定を行うと、以下のようになります。

                  …
rem -- User setup is possible(start) -
rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
rem set _dir=c:¥log
rem Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(end)
rem Setting for mutual standby cluster system (start)
set _subsysa="3"
set _subsysb="4"
if "%7" == "%_subsysa%" (
    set _dir=z:¥omgr1¥log
)
if "%7" == "%_subsysb%" (
    set _dir=y:¥omgr2¥log
)
rem Setting for mutual standby cluster system (end)
rem -- User setup is possible(end) -
                  …

【UNIX の場合】

以下は、サブシステム 3 とサブシステム 4 を運用し、各ノードのバックアップ先ディレクトリのマウントポイントをそれぞれ、/disk1/
log、/disk2/log とする場合の例です。

a. 以下のコメントで囲まれた部分をコメントアウトする。

Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (start)

Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (end)

[変更前]
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# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
_dir="/log"
# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (end)

[変更後]

# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
# _dir="/log"
# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby (end)

b. 以下のコメントで囲まれた部分のコメントをはずす。

Setting for mutual standby cluster system (start)

Setting for mutual standby cluster system (end)

[変更前]

# Setting for mutual standby cluster system (start)
# _subsysa="1"
# _subsysb="2"
# if [ "$7" = "${_subsysa}" ]
# then
#     _dir=/disk1
# fi
# if [ "$7" = "${_subsysb}" ]
# then
#     _dir=/disk2
# fi
# Setting for mutual standby cluster system (end)

[変更後]

# Setting for mutual standby cluster system (start)
_subsysa="1"
_subsysb="2"
if [ "$7" = "${_subsysa}" ]
then
    _dir=/disk1
fi
if [ "$7" = "${_subsysb}" ]
then
    _dir=/disk2
fi
# Setting for mutual standby cluster system (end)

c. b.でコメントを外した中にある「_subsysa」、「_subsysb」のそれぞれに、相互待機するサブシステム番号を設定する。

[変更前]

_subsysa="1"
_subsysb="2"

[変更後]

_subsysa="3"
_subsysb="4"

- 20 -



d. b.でコメントを外した中に 2 箇所ある「_dir」のそれぞれに、バックアップ先ディレクトリとする、各ノードの共有ディスクのマウ

ントポイントを設定する。

[変更前]

if [ "$7" = "${_subsysa}" ]
then
    _dir=/disk1
fi
if [ "$7" = "${_subsysb}" ]
then
    _dir=/disk2

[変更後]

if [ "$7" = "${_subsysa}" ]
then
    _dir=/disk1/log
fi
if [ "$7" = "${_subsysb}" ]
then
    _dir=/disk2/log

e. a.～ d.の設定を行うと、以下のようになります。

                  …
# -- User setup is possible(start) -
# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(start)
# _dir="/log"
# Setting for not cluster system or cluster system except mutual standby
(end)
# Setting for mutual standby cluster system (start)
_subsysa="3"
_subsysb="4"
if [ "$7" = "${_subsysa}" ]
then
    _dir=/disk1/log
fi
if [ "$7" = "${_subsysb}" ]
then
    _dir=/disk2/log
fi
# Setting for mutual standby cluster system (end)
# -- User setup is possible(end) -
                  …

5. Systemwalker Operation Manager のサービス/デーモンを起動します。

【Windows 版の場合】

soperationmgr

【UNIX 版の場合】

/opt/systemwalker/bin/soperationmgr
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 注意

既存機能/新規機能への影響

提供するジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートは、ジョブネットの正常終了出口またはジョブネットの異常終了出口として

利用します。登録時にすでに同名ファイルが存在する場合は、上書きする必要があります。登録コマンド実行時の上書き確認

で“Y”を選択するとジョブネット正常終了出口／ジョブネット異常終了出口ファイルを上書きします。“N”を選択すると、出口ファイ

ル名の末尾に”.new”を付加した名前で配置します。必要に応じて、既存のジョブネット正常終了出口／ジョブネット異常終了出口

を編集して本テンプレートを呼び出すように設定してください。

Windows 版の場合、以下の優先順位で出口が呼び出されます。

出口名 出口の呼び出し優先度 注意事項

高い 低い

ジョブネット正常

終了出口

normalexit.bat normalexit.exe 優先度の高い出口(bat ファイル)が呼

び出された場合、優先度の低い出口

(exe ファイル)は呼び出されません。
ジョブネット異常

終了出口

jobschexit.bat jobschexit.exe

ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートは、優先度の高い出口(bat ファイル)として運用します。すでに優先度の低い出口(exe
ファイル)を運用中の場合、登録時に、bat ファイルを配置してよいかを確認するメッセージが表示されます。Y を選択すると配置さ

れます。N を選択すると配置されません。
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第 3 章 コマンド

この章では、定義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。

3.1 SetCalendar 祝日カレンダテンプレート登録コマンド
 

記述形式

SetCalendar {テンプレートファイル名|テンプレートファイルのパス}

 
機能説明

祝日を休日として設定したカレンダを登録します。今年、来年、再来年の 3 年分のカレンダを登録することができます。

 
オプション

テンプレートファイル名

以下のいずれか一つを指定します。

holiday

祝日のみを休日として設定します。日曜と祝日が重複している日は休日とせず、振替休日を休日として設定します。

sunday

日曜日と祝日、振替休日を休日として設定します。

saturday-sunday

土曜日と日曜日、祝日、振替休日を休日として設定します。

上記以外の任意のファイル名

初期設定を変更する際、元となるテンプレートファイルが格納されているディレクトリと同じディレクトリにコピーした場合に指定し

ます。

テンプレートファイルのパス

初期設定を変更する際、元となるテンプレートファイルが格納されているディレクトリとは別のディレクトリにコピーした場合に指定し

ます。

ファイルの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を指定します。

 
復帰値

0 コマンド処理が正常終了しました。

1 コマンド処理が異常終了しました。エラーメッセージが

出力されます。

 
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¥mpdftm¥calendar

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVdftm/calendar
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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)の権限が必要です。

 
注意事項

・ 初期設定を変更して登録する際、テンプレートファイル名またはテンプレートファイルのパスに空白を含む場合は、コマンド入力時

にダブルクォーテーション(")で囲って指定してください。

・ 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。Systemwalker
Operation Manager のサーバ機能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。

・ すでに同名のカレンダが登録されている場合、カレンダの休日を上書きして再作成します。休日を個別に追加する場合は、“2.2.6
祝日カレンダに休日を追加する”を参照してください。

・ [ジョブスケジューラ起動パラメタの定義]ウィンドウの[利用機能２]シートで[起動日再作成の抑止]を指定していない場合、以下の

動作となります。

ジョブネットが引用中のカレンダを変更した場合、ジョブネットの起動日は変更されたカレンダをもとに再設定されます。カレンダの

変更後にジョブネット起動日(特異日の設定)を確認・修正してください。

3.2 SetOutputBkup ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレート登録
コマンド

 
記述形式

SetOutputBkup [-g 世代数] バックアップ先ディレクトリへのパス

 
機能説明

ジョブネット前回履歴ファイルを退避するための、ジョブネット正常終了出口／ジョブネット異常終了出口を登録します。

 
オプション

-g 世代数

ジョブネット前回履歴の保存世代数を 1 以上 30 以下の整数で指定します。このオプションを省略した場合、世代数は“7”が指定

されます。

バックアップ先ディレクトリへのパス

ジョブネット前回履歴を退避するディレクトリをフルパスで指定します。ディレクトリが存在しない場合は作成します。

 注意

指定するディレクトリ名に半角空白が含まれる場合は、「“」（ダブルクォート）で囲んで指定してください。

 注意

ジョブネット前回履歴ファイルの退避の際には、指定したバックアップ先ディレクトリの配下にサブシステムごとのディレクトリが作成

され、さらにその配下に日付ごとのディレクトリが自動作成されます。退避ファイルのパス長が OS の制限値を超えないように注意し

てください。
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復帰値

0 コマンド処理が正常終了しました。

1 コマンド処理が異常終了しました。エラーメッセージが

出力されます。

 
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¥mpdftm¥outputbkup

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVdftm/outputbkup

 
注意事項

・ 本コマンドは、ジョブネットの正常終了出口およびジョブネットの異常終了出口を配置します。すでに同名ファイルが存在する場合

は、上書きする必要があります。それぞれの上書き確認で“Y”を選択するとジョブネット正常終了出口／ジョブネット異常終了出口

ファイルを上書きします。“N”を選択すると上書きしません。必要に応じて、既存のジョブネット正常終了出口／ジョブネット異常終

了出口ファイルを手動で退避してください。

・ 【Windows】
ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートは、優先度の高い出口(bat ファイル)として運用します。すでに優先度の低い出口(exe
ファイル)を運用中の場合、登録時に、bat ファイルを配置してよいかを確認するメッセージが表示されます。Y を選択すると配置さ

れます。N を選択すると配置されません。
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第 4 章 定義テンプレートのリファレンス

この章では、定義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。

・ 定義テンプレートのディレクトリ構成

定義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。

・ 祝日カレンダテンプレート

祝日カレンダテンプレートについて説明します。

・ ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレート

ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートについて説明します。

4.1 定義テンプレートのディレクトリ構成

定義テンプレートは、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。

定義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¥mpdftm

Solaris
Linux
Linux for Itanium

/var/opt/FJSVdftm
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図 4.1 定義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。

 注意

定義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 祝日カレンダテンプレート

Systemwalker Operation Manager に祝日カレンダテンプレートを登録する際に使用します。

SetCalendar コマンドにより、今年、来年、再来年の 3 年分の祝日を休日として設定したカレンダを登録できます。土曜日および日曜日

も合わせて休日として設定できます。

4.2.1 テンプレートファイル
 

テンプレートファイル名

holiday
sunday
saturday-sunday

- 27 -



 注意

テンプレートファイルを初期設定から変更して登録する場合はテンプレートファイルをコピーします。このときテンプレートファイル名に

以下の文字は使用できません。

/ ? * ¥ " < > ( ) | : , ; '

 
使用用途

Systemwalker Operation Manager に祝日カレンダを登録する際に使用します。土曜日および日曜日を休日とするかどうかで、3 パター

ンのテンプレートファイルを用意しています。

ファイル名 説明

holiday 祝日のみを休日として設定します。日曜と祝日が重複して

いる日は休日とせず、振替休日を休日として設定します。

sunday 日曜日と祝日、振替休日を休日として設定します。

saturday-sunday 土曜日と日曜日、祝日、振替休日を休日として設定します。

 
テンプレートファイルの設定値

必要に応じてテンプレートファイルをコピーし、以下の情報を変更します。

 
カレンダ名（calendarname）

カレンダ名を 24 バイト以内で指定します。 / ? * ; / ¥ ” < > | : 空白、仮名半角、およびユーザ定義文字を指定することはできません。

すでに設定済みのカレンダ名を指定した場合は、以前の設定情報が更新されます。

各テンプレートファイルのカレンダ名の初期値は以下のとおりです。

ファイル名 カレンダ名

holiday DFTM_Holiday

sunday DFTM_Holiday(Sun)

saturday-sunday DFTM_Holiday(Sat-Sun)

 
休日設定（yearset,monthset,dayset,weekset）

休日の設定を変更します。

設定の詳細は、“Systemwalker Operation Manager リファレンスマニュアル”の“休日情報制御文”を参照してください。

4.2.2 注意事項

・ 「春分の日」および「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されておらず、毎年 2 月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」が国

立天文台より公表されます。そのため、本テンプレート提供時に未公表である翌年以降の「春分の日」、「秋分の日」については、

予測される日が登録されます。

・ クラスタ構成かつカレンダ情報を自動反映させていない場合は、カレンダはすべてのノードにおいて導入してください。

・ テンプレートファイルのカレンダ名を“SYSTEM_CALENDAR”に変更して登録すると、Systemwalker Operation Manager のシステ

ムカレンダが更新されます。この時、稼働日から休日に変更された場合、その電源制御のパターン情報が失われます。また、休日

から稼動日に変更された場合は、電源制御パターンとして標準パターンが設定されます。

- 28 -



4.3 ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレート

Systemwalker Operation Manager にジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを登録する際に使用します。

SetOutputBkup コマンドにより、ジョブネットの正常終了出口およびジョブネットの異常終了出口を配置します。ジョブネット終了時に出

口が呼び出され、ジョブネット前回履歴が退避されます。これにより、過去に実行されたジョブネット前回履歴を確認することができま

す。

4.3.1 テンプレートファイル
 

退避先

ジョブネット前回履歴の退避先は以下のとおりです。

【クラスタ運用でない場合または、2 ノード相互待機以外のクラスタ運用の場合】

Windows SetOutputBkup コマンドで指定したディレクトリ¥JOBDBn
¥yyyymmdd¥XXX_YYY_ZZ…Z_mm.log

Solaris,Linux,Linux for
Itanium

SetOutputBkup コマンドで指定したディレクトリ/JOBDBn/
yyyymmdd/XXX_YYY_ZZ…Z_mm.log

【クラスタの 2 ノード相互待機運用の場合】

Windows ジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口

を編集した際に指定した共有ディスクのマウントポイント

¥JOBDBn¥yyyymmdd¥XXX_YYY_ZZ…Z_mm.log

Solaris,Linux,Linux for
Itanium

ジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口

を編集した際に指定した共有ディスクのマウントポイント/
JOBDBn/yyyymmdd/XXX_YYY_ZZ…Z_mm.log

・ JOBDBn
サブシステム番号ごとに自動作成されるディレクトリです。n はサブシステム番号です。

・ yyyymmdd
日付ごとに自動作成されるディレクトリです。yyyymmdd 形式で作成されます。

日付ごとに世代数まで退避されます。

退避されるのは 30 日間です。30 日を越えると、次の退避時にディレクトリが自動で削除されます。

・ XXX
プロジェクト名です。

・ YYY
ジョブネット名です。

・ ZZ…Z
プロジェクト名の長さや文字の大文字・小文字を区別するための数字が付加されます。

・ mm
世代番号です。数字の大きいものほど世代が古いジョブネット前回履歴が格納されています。（例：01,22）

－ 新しくジョブネット前回履歴を退避する時は、退避済のファイルの世代番号を１世代ずつ古いものにします。

例：  XXX_YYY_ZZ…Z_01.log は XXX_YYY_ZZ…Z_02.log にリネームされます。

世代番号に歯抜けが存在していた場合、歯抜けの部分もそのままシフトします。

－ 世代番号が世代数に達した場合、そのファイルは削除されます。

※世代番号に歯抜けが存在していた場合も、世代番号が世代数に達すると削除されます。
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例えば、保存世代数が 5 で世代番号 01,03,05 のファイルが存在した場合、次にジョブネットの出力結果が退避されると、世代番号

05 のファイルは削除されます。

 
定義ファイル

ファイル名：output.def

SetOutputBkup コマンドを実行すると、以下のディレクトリに定義ファイルが作成されます。

Windows 運用テンプレート格納ディレクトリ¥outputbkup

Solaris,Linux,Linux for Itanium 運用テンプレート格納ディレクトリ/outputbkup

定義ファイルには、SetOutputBkup コマンドで設定した保存世代数・退避先ディレクトリ・サブシステム番号の情報が保存されています。

output.def の例

Generation  3

Bkup_Dir    /disk/log

Generation：保存世代数

Bkup_Dir：退避先ディレクトリ

4.3.2 注意事項

・ 退避先ファイルを一般ユーザからアクセスできないなどの設定を行いたい場合は、バックアップ先ディレクトリのアクセス権を適宜

変更してください。

・ 本テンプレートを適用すると、サブシステム構成の場合、すべてのサブシステムにおいてジョブネット前回履歴の退避が行われま

す。

・ クラスタ構成の場合、出口ファイルはすべてのノードにおいて導入してください。また、バックアップ先ディレクトリは共有ディレクトリ

に作成してください。

・ ジョブネットの出力が大量にある場合は、退避先ディレクトリのディスク容量にご注意ください。

・ 退避してから 30 日を超えると、退避ファイルは自動で削除されます。30 日以上保存したい場合は、手動で別のディレクトリに退避

してください。
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第 5 章 運用例

この章では、Systemwalker Operation Manager でそれぞれの定義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

・ 定義テンプレートのダウンロード・解凍が完了していること

5.1 水曜日と祝日を休日としたカレンダをジョブネットの起動日情報に反
映する

Systemwalker Operation Manager に水曜日と祝日を休日としたカレンダを登録し、ジョブネットの起動日情報に反映する例を説明しま

す。祝日カレンダ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

本節の例では、以下の値を使用します。

 
登録する祝日カレンダテンプレート

祝日カレンダテンプレートを使用して Systemwalker Operation Manager に登録するカレンダの値は以下のとおりです。

テンプレートファイル名：wednesday

カレンダ名：水曜・祝日カレンダ

休日：水曜日・祝日

 
使用するプロジェクト

Systemwalker Operation Manager に以下の設定でプロジェクトが作成されているものとします。

プロジェクト名：DFTM

所有者：Administrator

 
使用するジョブネット

“DFTM”プロジェクトに以下の設定でジョブネットが登録されているものとします。

ジョブネット名：JobnetA

ジョブネット名称：JobnetA

5.1.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. 水曜日と祝日を休日とした祝日カレンダテンプレートを作成します。

“sunday”テンプレートファイルを定義テンプレート格納ディレクトリ配下の¥calendar¥win ディレクトリにコピーし、ファイル名

を“wednesday”とします。
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2. “wednesday”ファイルをメモ帳等のテキストエディタで編集します。

“weekset”で指定されている“SUN”をすべて“WED”に変更します。

“calendarname”を“水曜・祝日カレンダ”に変更します。
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3. 以下のコマンドを入力します。

SetCalendar wednesday

4. 祝日カレンダテンプレー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、“水曜・祝日”カレンダを選択します。

水曜日と祝日が休日として設定されていることを確認します。
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5. 登録したカレンダの休日を起動日情報としてジョブネットに設定します。

[業務選択]ウィンドウから[ジョブスケジューラ]を選択します。

“DFTM”プロジェクト配下の“JobnetA”ジョブネットを選択して、右クリック－[ジョブネットのプロパティ]を選択します。

[ジョブネットのプロパティ]ウィンドウの[カレンダ]シートで、“水曜・休日カレンダ”を追加します。

6. 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“JobnetA”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）
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図のとおり、水曜日と祝日が休日に設定されています。

7. 毎日起動するジョブネットを、休日に起動しないようにするには以下の手順で設定します。

[ジョブネットのプロパティ]－[起動日]シートで毎日を起動日として設定します。設定するには[毎日]ボタンをクリックします。
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[ジョブネットのプロパティ]－[カレンダ]シートの[休日の取り扱い]で“起動しない”を選択します。

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“JobnetA”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。図のとおり、休日が起動日と

して指定されていないことを確認します。
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5.2 ジョブネット前回履歴を 5 世代管理する

ジョブネット前回履歴を 5 世代分退避して管理する例を説明します。ジョブネット前回履歴の世代管理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

本節の例では、以下の値を使用します。

 
世代管理の設定情報

ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを使用して Systemwalker Operation Manager に登録する世代管理の設定情報は以下

のとおりです。

保存世代数：5

退避先ディレクトリ：C:¥bkup

 
ジョブネット前回履歴を退避する対象ジョブネット

ジョブネット前回履歴を退避するプロジェクトとジョブネットは以下のとおりです。

プロジェクト名：OPTMP

ジョブネット名：defOS1

5.2.2 テンプレートの登録と運用手順
 

登録手順

1. Systemwalker Operation Manager のサービスを停止します。
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poperationmgr

2. カレント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
¥mpdftm¥outputbkup

3. ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを登録します。

SetOutputBkup -g 5 C:¥bkup

4. 登録結果を確認します。

以下の場所にジョブネット正常終了出口およびジョブネット異常終了出口が配置されたことを確認します。

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM
¥bin¥normalexit.bat（ジョブネット正常終了出口）

Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MPWALKER.JM
¥bin¥jobschexit.bat（ジョブネット異常終了出口）

5. Systemwalker Operation Manager のサービスを起動します。

soperationmgr

 
実行結果を確認する

ジョブネットが実行されると、ジョブネット前回履歴が退避先ディレクトリに自動的に退避されます。

指定した退避先ディレクトリ（C:¥bkup）にジョブネット前回履歴が退避されていることを確認します。
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 注意

実際には退避先ディレクトリ配下に”JOBDBn¥yyyymmdd”形式でディレクトリが作成され、その下に退避されます。
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第 6 章 メッセージ一覧

本章では、Systemwalker Operation Manager で定義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 SetCalendar
祝日カレンダテンプレートを登録する SetCalendar 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。

 
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】

正しいテンプレートファイルを指定してください。

 
オプションが指定されていません。

 
【メッセージの意味】

オプションが指定されませんでした。

 
【対処方法】

オプションを指定してください。

 
オプションの指定が重複しています。

 
【メッセージの意味】

オプションが重複して指定されました。

 
【対処方法】

正しい形式で指定してください。

 
オプションに制限文字が含まれています。

 
【メッセージの意味】

テンプレートファイル名、またはテンプレートファイルのパスに制限文字が含まれています。

 
【対処方法】

オプションに制限文字を含まないようにしてください。

 
カレンダの登録に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

カレンダ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。
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・ テンプレートファイルの記述が不正です。記述内容、文字コードを確認してください。

・ 実行権のないユーザで実行されました。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

してください。

6.2 SetOutputBkup
ジョブネット前回履歴の世代管理テンプレートを登録する SetOutputBkup 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。

 
バックアップ先ディレクトリへのパスが指定されていません。
Usage: SetOutputBkup [-g 世代数] バックアップ先ディレクトリへのパス

 
【メッセージの意味】

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】

正しい形式で実行してください。

 
オプションの指定が重複しています。
Usage: SetOutputBkup [-g 世代数] バックアップ先ディレクトリへのパス

 
【メッセージの意味】

世代数またはバックアップ先ディレクトリの指定が重複しました。

 
【対処方法】

正しい形式で実行してください。

 
世代数が間違っています。

 
【メッセージの意味】

世代数として数値以外または不正な数値が指定されました。

 
【対処方法】

世代数は 1 ～ 30 の範囲の整数を指定してください。

 
出口ファイルの作成に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

ジョブネット正常終了出口ファイル(normalexit.bat(windows),

jobschexit.normal(unix))またはジョブネット異常終了出口ファイル(jobschexit.bat(windows),jobschexit(unix))の作成に失敗しました。

 
【対処方法】

以下のファイルが存在していることを確認してください。存在している場合、ファイルが壊れている可能性があります。定義テンプレート

を解凍しなおしてください。

【Windows】

・ Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpdftm¥outputbkup¥etc¥normalexit.bat

・ Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpdftm¥outputbkup¥etc¥jobschexit.bat

【UNIX】

・ /var/opt/FJSVdftm/outputbkup/etc/jobsch.exit.normal

・ /var/opt/FJSVdftm/outputbkup/etc/jobsch.exit
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定義ファイルの作成に失敗しました。

 
【メッセージの意味】

SetOutputBkup コマンドで設定した保存世代数・退避先ディレクトリ・サブシステム番号の情報が保存された定義ファイル(output.def)の
作成に失敗しました。

 
【対処方法】

以下のファイルが書き込み不可能な状況です。削除するか、書き込み可能にしてください。

【Windows】

・ Systemwalker Operation Manager インストール先ディレクトリ¥MpWalker.JM¥mpdftm¥outputbkup¥output.def

【UNIX】

・ /var/opt/FJSVdftm/outputbkup/output.def

 
ジョブネット正常終了出口が既に存在します。
上書きしてもよろしいですか？(Y/N)

 
【メッセージの意味】

ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ配下にジョブネット正常終了出口(normalexit.bat(windows),jobschexit.normal(unix))が既

に存在します。

 
【対処方法】

上書きしてもよい場合は”Y”,上書きしない場合は”N”を入力してください。

 
ジョブネット異常終了出口が既に存在します。
上書きしてもよろしいですか？(Y/N)

 
【メッセージの意味】

ジョブスケジューラのデータベースディレクトリ配下にジョブネット異常終了出口(jobschexit.bat(windows),jobschexit(unix))が既に存在

します。

 
【対処方法】

上書きしてもよい場合は”Y”,上書きしない場合は”N”を入力してください。

 
優先度の低い出口[%1]で運用中です。
優先度の高い出口[%2]を配置してもよろしいですか？(Y/N)

 
【メッセージの意味】

優先度の低い出口(normalexit.exe または jobschexit.exe)で現在運用中です。優先度の高い出口を配置すると、優先度の低い出口は

呼び出されなくなります。

 
【パラメタの意味】

%1: 優先度の低い出口ファイル名(normalexit.exe または jobschexit.exe)

%2: 優先度の高い出口ファイル名(normalexit.bat または jobschexit.bat)

 
【対処方法】

配置してもよい場合は”Y”,配置しない場合は”N”を入力してください。

 
バックアップ先ディレクトリの作成に失敗しました。

 
【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。
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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。

・ 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。
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