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1. 提供機能について 

 

以下の API を提供します。64bit アプリケーションからのみ利用することができます。 

《ジョブスケジューラ API》 

－ ジョブネット操作 API 

《ジョブ実行制御 API》 

－ ジョブ投入 API 

－ ジョブ削除 API 

－ ジョブ削除 API/EE 

－ ジョブ状態獲得 API 

－ ジョブ状態獲得 API/EE 

－ エラーメッセージ獲得 API 
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2. 動作環境／注意事項 

ソフトウェア技術情報サイトにて公開する API 共通の動作環境および注意事項を以下に

示します。 

 

■ 対象製品 

本 API は、以下の製品で動作可能です。 

Solaris 版 Systemwalker Operation Manager Standard Edition V13.7.0 

Solaris 版 Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.7.0 

Solaris 版 Systemwalker Operation Manager Global Enterprise Edition V13.7.0 

 

なお、本書に記載した機能を利用するためには、ソフトウェア技術情報サイトにて公開す

る以下の機能が適用されている必要があります。 

Solaris 64bit ジョブスケジューラ API 

Solaris 64bit ジョブ実行制御 API 

 

■ 動作環境 

・ 本 API は、対象製品がサポートする OS で動作します。本 API を使用したアプリケー

ションの作成（コンパイル）も、同 OS で行う必要があります。 

・ 本 API は、Systemwalker Operation Manager サーバ導入マシン上でのみ動作します。

Systemwalker Operation Manager クライアントのみが導入されているマシン上では

動作しません。 

 

■ 注意事項 

・ 本 API は 64bit のため、利用する場合は 64bit アプリケーションを作成してください。

32bit アプリケーションから利用することはできません。 

・ 本 API を、同一プロセス内の複数のスレッドから、同時に呼び出さないでください。 

・ 本 API の実行中は、本 API を使用するアプリケーションのシグナル設定が一時的に以

下のように変更されます。API の復帰時に、シグナル設定は元に戻ります。 

－ SIGCLD をデフォルト設定にします。 

－ SIGPIPE を無視します。 

・ 本 API は、Systemwalker Operation Manager のプログラムを起動します。本 API を

使用したアプリケーションの子プロセスとして起動（fork/exec）されます。そのため、

子プロセスの起動処理中に、アプリケーションプロセスが 2 つ存在するように見える

場合があります。起動処理中のみですので、極めて短い時間ですが、アプリケーショ

ンのプロセス数を厳密に監視している場合は注意してください。 
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・ Solaris 64bit ジョブ実行制御 API を導入する場合、製品版で提供された既存ファイル

を更新します。このため、Solaris 64bit ジョブ実行制御 API が不要になった場合に備

えて、導入前に既存ファイルをバックアップしておいてください。手順の詳細は、“3. 

導入手順”を参照ください。 

・ 対象製品に対する緊急修正、応急修正、固有修正を適用する場合は、修正入手部署に

緊急修正、応急修正、固有修正の適用可否について確認をお願いします。 
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3. 導入手順 

Solaris 64bit API の導入手順について説明します。 

 

3.1. ジョブスケジューラ API 

ジョブスケジューラの API の導入手順について説明します。 

圧縮ファイル: jmsol64api_jobsch_yyyymmdd.tar.Z 

解凍ディレクトリ: /opt 

 

以降の手順は、システム管理者(スーパーユーザ)権限を持つユーザで実施してください。 

(1) Systemwalker Operation Manager を停止します。 

 

 

 

(2) 任意のディレクトリ(/tmp など)に、圧縮ファイルをコピーします。 

(3) 解凍先ディレクトリに移動し、コピーした圧縮ファイルを展開します。 

以下は、/tmp に圧縮ファイルをコピーしている場合の手順になります。 

 

 

 

 

 

 

(4) 以下のファイルが展開されます。 

 [opt] 

│ 

└─[FJSVJOBSC] 

    │ 

    ├─[bin] 

    │  │ 

    │  └ jobschtlcmd 

    │ 

    └─[usr] 

        │ 

        ├─[include] 

        │  │ 

        │  └ jobschtl_s64.h 

# cd /opt 

# pwd 

/opt 

# zcat /tmp/jmsol64api_jobsch_yyyymmdd.tar.Z | tar xf - 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 
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        │ 

        └─[lib] 

            │ 

            └ libjobschtl_s64.so 

 

(5) Systemwalker Operation Manager を起動します。 

 

 

 

 

なお、Solaris 64bit ジョブスケジューラの API が不要となった場合は、(4)に示すファイ

ルを rm コマンドにて削除してください。 

 

3.2. ジョブ実行制御 API 

ジョブ実行制御の API の導入手順について説明します。 

圧縮ファイル: jmsol64api_mpmjes_yyyymmdd.tar.Z 

解凍ディレクトリ: /opt 

 

以降の手順は、システム管理者(スーパーユーザ)権限を持つユーザで実施してください。 

(1) Systemwalker Operation Manager を停止します。 

 

 

 

(2) 任意のディレクトリ(/tmp など)に、圧縮ファイルをコピーします。 

(3) 修正対象の既存ファイルを退避します。 

ジョブ実行制御の API を削除する場合は、(4)に示すファイルを削除後、バックアップ

したファイルを元のファイル名に変更が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# cd /opt/FJSVMJS/usr/lib 

# pwd 

/opt/FJSVMJS/usr/lib 

# cp -p libmjes.so libmjes.so.pre.jmsol64api 

# cd /opt/ FJSVMJS/usr/lib/mjes 

# pwd 

/opt/ FJSVMJS/usr/lib/mjes 

# cp -p libapi.so libapi.so.pre.jmsol64api 

# /opt/systemwalker/bin/ soperationmgr 

# /opt/systemwalker/bin/poperationmgr 
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(4) 解凍先ディレクトリに移動し、コピーした圧縮ファイルを展開します。 

以下は、/tmp に圧縮ファイルをコピーしている場合の手順になります。 

 

 

 

 

 

 

(5) 以下のファイルが展開されます。 

[opt] 

│ 

└─[FJSVMJS] 

    │ 

    ├─[bin] 

    │  │ 

    │  └ mjestlcmd 

    │ 

    └─[usr] 

        │ 

        ├─[include] 

        │  │ 

        │  └ mjestl_s64.h 

        │ 

        └─[lib] 

            │ 

            ├ libmjes.so 

            │ 

            ├ libmjestl_s64.so 

            │ 

        │  

            └─[mjes] 

                │ 

                └ libapi.so 

 

 

 

# cd /opt 

# pwd 

/opt  

# zcat /tmp/jmsol64api_mpmjes_yyyymmdd.tar.Z | tar xf - 
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(6) Systemwalker Operation Manager を起動します。 

 

 

 

 

なお、Solaris 64bit ジョブ実行制御の API が不要となった場合は、(4)に示すファイルを

rm コマンドにて削除後、(2)にてバックアップしたファイルを元のファイル名へ改名してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# cd /opt/FJSVMJS/usr/lib 

# pwd 

/opt/FJSVMJS/usr/lib 

# mv libmjes.so.pre.jmsol64api libmjes.so 

# cd /opt/FJSVMJS/usr/lib/mjes 

# pwd 

/opt/FJSVMJS/usr/lib/mjes 

# mv libapi.so.pre.jmsol64api libapi.so 

# /opt/systemwalker/bin/ soperationmgr 
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4. ジョブスケジューラ API 

ジョブスケジューラの API について説明します。 

 

■ 必要ファイル 

ジョブスケジューラ API を使用するには、以下のファイルが必要となります。 

LIB: 

libjobschtl_s64.so 

INCLUDE:  

jobschtl_s64.h 

 

また、ジョブスケジューラ API は LIB に格納されており、API で使用する定数および構造

体は INCLUDE ファイルに宣言されています。 

これらのファイルは以下のディレクトリに格納されています。 

LIB: 

/opt/FJSVJOBSC/usr/lib 

INCLUDE: 

/opt/FJSVJOBSC/usr/include 

 

■ 注意事項 

・ 標準出力、標準エラー出力がクローズされている環境から、API を実行しないでくださ

い。 

・ 本 API は、Operation Manager サーバと同期を取っていません。このため、本 API

の完了は、サーバでの処理の完了を保証するものではありません。また、本 API が実

行されてからサーバで処理が受け付けられるまで、若干のタイムラグが発生することが

あります。 

・ 拡張ユーザ管理機能が有効な場合、本 API を実行した OS ユーザにより、アクセス権

の認証が変わります。 

－ 実行した OS ユーザがシステム管理者の場合 

Systemwalker Operation Manager の管理者の権限（すべてのプロジェクトに対

して更新権あり）で実行されます。 

－ 実行した OS ユーザがプロジェクトの所有者の場合 

所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持っているものとして実行さ

れます。 

－ 実行した OS ユーザがシステム管理者でなく、かつ、プロジェクトの所有者でない

場合 

プロジェクトにアクセス権を持つすべての Operation Manager ユーザに対応する
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OS ユーザの中に、API を実行した OS ユーザが含まれ、権限があれば、API は実

行されます。API を実行した OS ユーザが複数の Operation Manager ユーザに対

応づけられている場合、OS ユーザは、対応づけられた複数の Operation Manager

ユーザのアクセス権の中で一番強い権限(更新権＞登録権・操作権＞参照権)を持ち

ます。なお、OS ユーザに対応づけられた Operation Manager ユーザに、登録権

と操作権が設定されている場合、OS ユーザは、両方の権限を持ちます。 

・ Systemwalker 認証リポジトリが有効な場合は、API を実行した OS ユーザにより、以

下のようにアクセス権の認証が変わります。 

－ 実行した OS ユーザがシステム管理者の場合 

Systemwalker Operation Manager の管理者の権限(すべてのプロジェクトに対し

て更新権あり)で実行されます。 

－ 実行した OS ユーザがプロジェクトの所有者の場合 

所有者となっているプロジェクトに対して更新権を持っているものとして実行さ

れます。 

－ 実行した OS ユーザがシステム管理者でなく、かつ、プロジェクトの所有者でない

場合 

実行した OS ユーザのプロジェクトに対するアクセス権（更新権・登録権・操作権・

参照権）に従い、権限があれば、API は実行されます。 

 

 

4.1. ジョブネット操作 API 

 

■ 記述形式 

#include "jobschtl_s64.h" 

int Mp_JobschControl_s64 (char *project, 

                        char *netname, 

                        int action, 

                        int rerunopt) 

 

■ 機能説明 

本 API は、jobschcontrol コマンドを C 言語インタフェースから利用するためのインタフェ

ースです。 

 

■ パラメタの説明 

project 

操作するジョブネットの存在するプロジェクト名を指定します。なお、API 実行ユー

ザの利用できるプロジェクトのプロジェクト名のみ指定できます。 
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API 実行ユーザの利用できるプロジェクトのうちジョブネットが登録されているプロ

ジェクトが 1 つしかない場合に限り省略できます。省略する場合は NULL を指定しま

す。 

netname 

操作するジョブネット名を指定します。省略することはできません。 

action 

ジョブネットの操作方法を指定します。 

1  start(起動) 

2 cancel(強制終了) 

3 rerun(再起動) 

4 pause(停止) 

5 continue(停止解除) 

6 disable(無効) 

7 enable(無効解除) 

8 cope(確認) 

9 reinstate(終了取消) 

10 revoke(持越解除) 

rerunopt 

action で 3(rerun)を選択した場合のオプションを指定します。action で 3(rerun)を選

択しなかった場合は、0 を指定します。 

0 通常の再起動を行います。異常終了したジョブから起動します。異常終了したジョ

ブより前のジョブに再起動ポイントが設定されている場合には、そのジョブから起

動します。 

1 先頭ジョブからジョブネットを再起動します。 

2 異常終了したジョブに対して「次の再起動のみ無効」を設定してジョブネットを再

起動します。(異常終了したジョブを飛ばして、次のジョブから起動します。) 

強制終了したジョブについても、異常終了したジョブと同様に扱います。 

 

■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 正常終了しました。 － 

4 ジョブネットが操作できな

い状態です。 

ジョブネットの状態が変わってから再度実行し

てください。 

8 ジョブスケジューラデーモ

ンが動作していません。 

ジョブスケジューラサービス/ジョブスケジュー

ラデーモンを起動して、再度実行してください。 

12 パラメタの指定に誤りがあ

ります。または、ユーザの権

限に誤りがあります。 

以下のいずれかの処置を行ってください。 

・ 正しいパラメタ(プロジェクト名/ジョブネッ

ト名/操作方法/再起動オプション)を設定す
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る 

・ 実行ユーザに、プロジェクトの操作権以上の

アクセス権を設定する 

16 致命的なエラーが発生しま

した。 

システムエラーが発生した可能性があります。

SYSLOG を確認し、システムに異常がないか確

認してください。異常があった場合は、保守情報

収集ツールで“ジョブスケジューラ”の情報を採

取し、富士通技術員に連絡してください。異常が

ない場合は一時的な問題と思われるため、再度実

行してください。 

 

■ プログラム例 

ジョブネット操作 API のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include "jobschtl_s64.h" 

main() 

{ 

    int ret; 

    ret = Mp_JobschControl_s64("user1",         /* project name */ 

                               "net001",        /* jobnet name */  

                               1,               /* action : start */ 

                               0);              /* rerun opt : none */ 

    if (ret == 0){ 

        printf("jobnet(net001) was normally controlled.¥n"); 

    } 

    else{ 

        printf("ERROR: return code = %d¥n", ret);  

        exit(1); 

    } 

    exit(0); 

} 
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5. ジョブ実行制御 API 

ジョブ実行制御の API について説明します。 

 

■ 必要ファイル 

ジョブ実行制御 API を使用するには、以下のファイルが必要となります。 

LIB: 

libmjestl_s64.so 

INCLUDE:  

mjestl_s64.h 

 

また、本 API は LIB に格納されており、API で使用する定数および構造体は INCLUDE

ファイルに宣言されています。 

これらのファイルは以下のディレクトリに格納されています。 

LIB: 

/opt/FJSVMJS/usr/lib 

INCLUDE: 

/opt/FJSVMJS/usr/include 

 

 

5.1. ジョブ投入 API 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_SubmitJob_s64 (char *submitinf, 

                         char *env[ ], 

                         char *jobhost, 

                         char *jobname, 

                         int *jobno) 

 

■ 機能説明 

ジョブを Systemwalker Operation Manager を導入しているサーバに投入します。投入に

成功するとジョブを識別する情報として“ジョブ投入ホスト名”、“ジョブ名”および“ジ

ョブ番号”が返却されます。 

 

■ パラメタの説明 

submitinf 
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ジョブ投入情報として qsub コマンドの引数を指定します。引数の記述形式は、qsub

コマンドにおけるオプションおよびオペランドの指定方法と同じです。 

qsub コマンドの引数の記述形式および注意事項については、リファレンスマニュアル

の“7.20 qsub ジョブ投入コマンド”を参照してください。 

env[] 

ジョブに引き継ぐ環境変数を指定します。引き継ぐ必要がない場合は、NULL を指定

してください。また、submitinf において、“-x”を指定した場合のみ、当環境変数が

ジョブに引き継がれます。 

jobhost 

ジョブが正常に投入された場合、ジョブを識別する情報として、ジョブ投入ホスト名

が返却されます。 

jobname 

ジョブが正常に投入された場合は、ジョブを識別する情報として、ジョブ実行制御が

決定したジョブ名が返却されます。ジョブ投入時にジョブ名を指定した場合は、その

ジョブ名でジョブが投入されます。ただし、省略時およびジョブファイル内でジョブ

名を宣言している場合は、本パラメタで指定した領域に返却されるジョブ名により、

投入したジョブのジョブ名を知ることができます。 

jobno 

ジョブが正常に投入された場合、ジョブを識別する情報として、ジョブ実行制御が割

り当てたジョブ番号が返却されます。当ジョブ番号によって、ジョブに対する操作が

可能です。 

 

■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 正常にジョブは投入されま

した。 

－ 

-1 システムエラーが発生しま

した。 

保守情報収集ツールで“ジョブ実行制御”の情報

を採取し、富士通技術員に連絡してください。 

-1000

以下 

ジョブ実行制御において、エ

ラーが検出されたため、投入

処理を中断しました。 なお、

エラーメッセージ獲得 API

を使用して、エラーメッセー

ジを獲得することができま

す。 

エラーメッセージ獲得 API を使用して、エラー

メッセージを獲得し、そのエラーメッセージに対

応した処置を実施してください。 

 

■ プログラム例 

ジョブ投入 API のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 
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#include <stdlib.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

#include "mjestl_s64.h" 

 

int main (int argc, char **argv) 

{ 

        char submitinf[1024+1]; 

        char jobhost [64+1]; 

        char jobname [64+1]; 

        int jobno = 0; 

        int rtn = 0; 

int len = 0; 

        char errmsg [256+1]; 

 

        /* 

         * initialization working area 

         */ 

        memset(submitinf, 0x00, sizeof(submitinf)); 

        memset(jobhost, 0x00, sizeof(jobhost)); 

        memset(jobname, 0x00, sizeof(jobname)); 

        memset(errmsg, 0x00, sizeof(errmsg)); 

 

        if (argc != 4) { 

                printf ("Usage: %s <queue-name> <job-name> <job-file>¥n", 

argv[0]); 

                return (1); 

        } 

 

len = strlen(argv[1]) + strlen(argv[2]) + strlen(argv[3]); 

if (len > 1016) { 

                printf ("Usage: %s <queue-name> <job-name> <job-file>¥n", 

argv[0]); 

                return (1); 

        } 

 

        /* 

         * set submitinf  

         */ 

        sprintf(submitinf,"-q %s -j %s %s",argv[1],argv[2],argv[3]); 

         

        /* 

         * call Mp_SubmitJob_s64() API  

         */ 

        rtn = Mp_SubmitJob_s64 (submitinf, NULL, jobhost, jobname, &jobno); 

 

        /* 

         * check return code of Mp_SubmitJob_s64() API  

         */ 

        if (rtn == 0) { 

                printf ("Job %s(%d.%s) was submitted.¥n", jobname, jobno, jobhost); 

                return (0); 
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        } else if (rtn == -1) { 

                printf ("errno is %d.¥n", errno); 

        } else if (rtn <= -1000) { 

                printf ("Error code is %d.¥n", rtn); 

                Mp_GetMJESerror_s64 (errmsg); 

                printf ("errmsg = %s¥n", errmsg); 

        } 

        return (1); 

} 

 

 

5.2. ジョブ削除 API 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_DeleteJob_s64 (char *jobname, 

                        int jobno, 

                        char *userforadmin) 

 

■ 機能説明 

ジョブを Systemwalker Operation Manager を導入しているサーバから削除します。実行

中ジョブは実行が中止されます。 

 

■ パラメタの説明 

jobname 

削除するジョブのジョブ名を指定します。NULL を指定することもできます。NULL

を指定した場合は、jobno で指定されたジョブ番号によって削除するジョブを指定して

ください。 

jobno 

削除するジョブのジョブ番号を指定します。jobname に NULL を指定した場合、およ

び同名ジョブが複数存在する場合は、必ず指定してください。 

jobname を指定していて、同名ジョブが存在しない場合は、ジョブ番号を省略可能で

す。省略する場合は、0 を指定してください。 

userforadmin 

システム管理者(スーパーユーザ)が他人のジョブを削除する場合に指定します。削除対

象ジョブの所有者名を指定してください。所有者名を指定しない場合は NULL を指定

してください。 

 

■ 復帰値 
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復帰値 意味 対処 

0 正常にジョブは削除されま

した。 

－ 

-1 システムエラーが発生しま

した。 

保守情報収集ツールで“ジョブ実行制御”の情報

を採取し、富士通技術員に連絡してください。 

-1000

以下 

ジョブ実行制御において、エ

ラーが検出されたため、削除

処理を中断しました。なお、

エラーメッセージ獲得 API

を使用して、エラーメッセー

ジを獲得することができま

す。 

エラーメッセージ獲得 API を使用して、エラー

メッセージを獲得し、そのエラーメッセージに対

応した処置を実施してください。 

 

■ プログラム例 

ジョブ削除 API のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

#include "mjestl_s64.h" 

int main (int argc, char **argv) 

{  

        int jobno = 0; 

        int rtn = 0; 

        char errmsg[256+1]; 

        /* 

         * initialization working area 

         */ 

        memset(errmsg, 0x00, sizeof(errmsg)); 

        if (argc != 2) { 

                printf ("Usage: %s <jobno>¥n", argv[0]); 

                return (1); 

        } 

        /* 

         * set jobno  

         */ 

        jobno = atoi(argv[1]); 

        /* 

         *  call Mp_DeleteJob_s64() API 

         */ 

        rtn = Mp_DeleteJob_s64 (NULL, jobno, NULL); 

        /* 

         * check return code of Mp_DeleteJob_s64() API  

         */ 

        if (rtn == 0) { 

                printf ("Job %d has been deleted.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == -1) { 

                printf ("errno is %d.¥n", errno); 

        } else if (rtn <= -1000) { 
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                printf ("Error code is %d.¥n", rtn); 

                Mp_GetMJESerror_s64 (errmsg); 

                printf ("errmsg = %s¥n", errmsg); 

        } 

        return (1); 

} 

 

 

5.3. ジョブ削除 API/EE 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_DeleteJob_Ex_s64 (char *jobname, 

                        int jobno, 

                        char *userforadmin 

                        int system_num) 

 

■ 機能説明 

ジョブを Systemwalker Operation Manager を導入しているサーバから削除します。実行

中ジョブは実行が中止されます。 

 

■ パラメタの説明 

jobname 

削除するジョブのジョブ名を指定します。NULL を指定することもできます。NULL

を指定した場合は、jobno で指定されたジョブ番号によって削除するジョブを指定して

ください。 

jobno 

削除するジョブのジョブ番号を指定します。jobname に NULL を指定した場合、およ

び同名ジョブが複数存在する場合は、必ず指定してください。 

jobname を指定していて、同名ジョブが存在しない場合は、ジョブ番号を省略可能で

す。省略する場合は、0 を指定してください。 

userforadmin 

システム管理者(スーパーユーザ)が他人のジョブを削除する場合に指定します。削除対

象ジョブの所有者名を指定してください。所有者名を指定しない場合は NULL を指定

してください。 

 

system_num 

操作対象のサブシステムを、0 から 9 の範囲の番号で指定します。 
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■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 正常にジョブは削除されま

した。 

－ 

-1 システムエラーが発生しま

した。 

保守情報収集ツールで“ジョブ実行制御”の情報

を採取し、富士通技術員に連絡してください。 

-1000

以下 

ジョブ実行制御において、エ

ラーが検出されたため、削除

処理を中断しました。なお、

エラーメッセージ獲得 API

を使用して、エラーメッセー

ジを獲得することができま

す。 

エラーメッセージ獲得 API を使用して、エラー

メッセージを獲得し、そのエラーメッセージに対

応した処置を実施してください。 

 

■ プログラム例 

ジョブ削除 API のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

#include "mjestl_s64.h" 

int main (int argc, char **argv) 

{  

        int jobno = 0; 

        int rtn = 0; 

        char errmsg[256+1]; 

        int system_num; 

        /* 

         * initialization working area 

         */ 

        memset(errmsg, 0x00, sizeof(errmsg)); 

        if (argc != 2) { 

                printf ("Usage: %s <jobno>¥n", argv[0]); 

                return (1); 

        } 

        /* 

         * set jobno  

         */ 

        jobno = atoi(argv[1]); 

        /* 

         *  call Mp_DeleteJob_Ex_s64() API 

         */ 

        system_num = 0; 

        rtn = Mp_DeleteJob_Ex_s64 (NULL, jobno, NULL, system_num ); 

        /* 

         * check return code of Mp_DeleteJob_Ex_s64() API  

         */ 

        if (rtn == 0) { 

                printf ("Job %d has been deleted.¥n", jobno); 

                return (0); 
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        } else if (rtn == -1) { 

                printf ("errno is %d.¥n", errno); 

        } else if (rtn <= -1000) { 

                printf ("Error code is %d.¥n", rtn); 

                Mp_GetMJESerror_s64 (errmsg); 

                printf ("errmsg = %s¥n", errmsg); 

        } 

        return (1); 

} 

 

 

5.4. ジョブ状態獲得 API 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_StatusJob_s64 (char *jobname, 

                        int jobno, 

                        unsigned int *compcode, 

                        char *userforadmin) 

 

■ 機能説明 

ジョブの状態を獲得します。ジョブが終了状態である場合、ジョブの終了コードを獲得で

きます。 

 

■ パラメタの説明 

jobname 

状態を獲得するジョブのジョブ名を指定します。NULL を指定することもできます。

NULL を指定した場合は、jobno で指定されたジョブ番号によって状態を獲得するジョ

ブを指定してください。 

jobno 

状態を獲得するジョブのジョブ番号を指定します。jobname にNULL を指定した場合、

および同名ジョブが複数存在する場合は、必ず指定してください。 

jobname を指定していて、同名ジョブが存在しない場合は、ジョブ番号を省略可能で

す。省略する場合は、0 を指定してください。 

compcode 

ジョブの終了コード返却用領域のアドレスを指定します。ジョブが終了状態の場合、

終了コードが格納されます。 

userforadmin 

システム管理者(スーパーユーザ)が他人のジョブの状態を獲得する場合に指定します。

状態の獲得対象ジョブの所有者名を指定してください。所有者名を指定しない場合は
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NULL を指定してください。 

 

■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 指定したジョブは存在しま

せん。 

－ 

1 実行待ち状態です。 － 

2 実行保留状態です。 － 

3 実行中です。 － 

4 出力保留状態です。 － 

5 ジョブは終了状態です。 － 

-1 システムエラーが発生しま

した。 

保守情報収集ツールで“ジョブ実行制御”の情報

を採取し、富士通技術員に連絡してください。 

-1000

以下 

ジョブ実行制御において、エ

ラーが検出されたため、状態

の獲得処理を中断しました。

なお、エラーメッセージ獲得

API を使用して、エラーメッ

セージを獲得することがで

きます。 

エラーメッセージ獲得 API を使用して、エラー

メッセージを獲得し、そのエラーメッセージに対

応した処置を実施してください。 

 

■ プログラム例 

ジョブ状態獲得 API のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

#include "mjestl_s64.h" 

int main (int argc, char **argv) 

{  

        int jobno = 0; 

        int rtn = 0; 

        unsigned int compcode = 0; 

        char errmsg[256+1]; 

        /* 

         * initialization working area 

         */ 

        memset(errmsg, 0x00, sizeof(errmsg)); 

        if (argc != 2) { 

                printf ("Usage: %s <jobno>¥n", argv[0]); 

                return (1); 

        } 

        /* 

         * set jobno  

         */ 

        jobno = atoi(argv[1]); 

        /* 

         *  call Mp_StatusJob_s64() API 
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         */ 

        rtn = Mp_StatusJob_s64 (NULL, jobno, &compcode , NULL); 

        /* 

         * check return code of Mp_StatusJob_s64() API  

         */ 

        if (rtn == 0) { 

                printf ("Job %d is not found.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 1) { 

                printf ("Job %d is waiting for execution.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 2) { 

                printf ("Job %d is holding for execution.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 3) { 

                printf ("Job %d is executing.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 4) { 

                printf ("Job %d is holding for output.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 5) { 

                printf ("Job %d was completed. completion code = %d¥n", jobno, 

compcode); 

                return (0); 

        } else if (rtn == -1) { 

                printf ("errno is %d.¥n", errno); 

        } else if (rtn <= -1000) { 

                printf ("Error code is %d.¥n", rtn); 

                Mp_GetMJESerror_s64 (errmsg); 

                printf ("errmsg = %s¥n", errmsg); 

        } 

        return (1); 

} 

 

 

5.5. ジョブ状態獲得 API/EE 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_StatusJob_Ex_s64 (char *jobname, 

                            int jobno, 

                            unsigned int *compcode, 

                            char *userforadmin, 

                            int system_num) 

 

■ 機能説明 

Systemwalker Operation Manager EE で、ジョブの状態を獲得します。ジョブが終了状態
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である場合、ジョブの終了コードを獲得できます。 

 

■ パラメタの説明 

jobname 

状態を獲得するジョブのジョブ名を指定します。NULL を指定することもできます。

NULL を指定した場合は、jobno で指定されたジョブ番号によって状態を獲得するジョ

ブを指定してください。 

jobno 

状態を獲得するジョブのジョブ番号を指定します。jobname にNULL を指定した場合、

および同名ジョブが複数存在する場合は、必ず指定してください。 

jobname を指定していて、同名ジョブが存在しない場合は、ジョブ番号を省略可能で

す。省略する場合は、0 を指定してください。 

compcode 

ジョブの終了コード返却用領域のアドレスを指定します。ジョブが終了状態の場合、

終了コードが格納されます。 

userforadmin 

システム管理者(スーパーユーザ)が他人のジョブの状態を獲得する場合に指定します。

状態の獲得対象ジョブの所有者名を指定してください。所有者名を指定しない場合は

NULL を指定してください。 

system_num 

操作対象のサブシステムを、0 から 9 の範囲の番号で指定します。 

 

■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 指定したジョブは存在しま

せん。 

－ 

1 実行待ち状態です。 － 

2 実行保留状態です。 － 

3 実行中です。 － 

4 出力保留状態です。 － 

5 ジョブは終了状態です。 － 

-1 システムエラーが発生しま

した。 

保守情報収集ツールで“ジョブ実行制御”の情報

を採取し、富士通技術員に連絡してください。 

-1000

以下 

ジョブ実行制御において、エ

ラーが検出されたため、状態

の獲得処理を中断しました。

なお、エラーメッセージ獲得

API を使用して、エラーメッ

セージを獲得することがで

きます。 

エラーメッセージ獲得 API を使用して、エラー

メッセージを獲得し、そのエラーメッセージに対

応した処置を実施してください。 
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■ プログラム例 

ジョブ状態獲得 API/EE のプログラム例を以下に示します。 

#include <stdio.h> 

#include <errno.h> 

#include <string.h> 

#include "mjestl_s64.h" 

int main (int argc, char **argv) 

{  

        int jobno = 0; 

        int rtn = 0; 

        unsigned int compcode = 0; 

        char errmsg[256+1]; 

        int system_num; 

        /* 

         * initialization working area 

         */ 

        memset(errmsg, 0x00, sizeof(errmsg)); 

        if (argc != 2) { 

                printf ("Usage: %s <jobno>¥n", argv[0]); 

                return (1); 

        } 

        /* 

         * set jobno  

         */ 

        jobno = atoi(argv[1]); 

        /* 

         *  call Mp_StatusJob_Ex_s64() API 

         */ 

        system_num = 0; 

        rtn = Mp_StatusJob_Ex_s64 (NULL, jobno, &compcode , NULL, system_num); 

        /* 

         * check return code of Mp_StatusJob_Ex_s64() API  

         */ 

        if (rtn == 0) { 

                printf ("Job %d is not found.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 1) { 

                printf ("Job %d is waiting for execution.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 2) { 

                printf ("Job %d is holding for execution.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 3) { 

                printf ("Job %d is executing.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 4) { 

                printf ("Job %d is holding for output.¥n", jobno); 

                return (0); 

        } else if (rtn == 5) { 



 

24 

 

                printf ("Job %d was completed. completion code = %d¥n", jobno, 

compcode); 

                return (0); 

        } else if (rtn == -1) { 

                printf ("errno is %d.¥n", errno); 

        } else if (rtn <= -1000) { 

                printf ("Error code is %d.¥n", rtn); 

                Mp_GetMJESerror_s64 (errmsg); 

                printf ("errmsg = %s¥n", errmsg); 

        } 

        return (1); 

} 

 

 

5.6. エラーメッセージ獲得 API 

 

■ 記述形式 

#include "mjestl_s64.h" 

int Mp_GetMJESerror_s64 (char *errormsg) 

 

■ 機能説明 

ジョブ実行制御が提供する API 使用時において、最近発生したエラー(-1000 以下)のエラー

メッセージを獲得します。同一プロセス内に限ります。別プロセスにおいて獲得すること

はできません。 

 

■ パラメタの説明 

errormsg 

エラーメッセージを返却する領域のアドレスを指定してください。当領域は、256 バイ

ト用意してください。 

 

■ 復帰値 

復帰値 意味 対処 

0 正常終了しました。 － 

 

 


