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本書の目的

本書は、Systemwalker Runbook Automation V15.0.0を利用した、自動運用プロセスの作成から運用までの一連の操作手順について

説明しています。

本書の説明に従って操作していくことで、一通りの手順を手早く知ることができます。

 
本書の読者

本書は、Systemwalker Runbook Automation V15.0.0をはじめてお使いになる方、また自動運用プロセスの作成から運用まで、基本的

な操作を手早く理解したい方を対象としています。

本書を読む場合、OSやGUIの一般的な操作に関する基本的な知識をご理解の上でお読みください。

 
略語表記について

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 7”と表記します。

－ Windows(R) 7 Home Premium(x86)

－ Windows(R) 7 Professional(x86)

－ Windows(R) 7 Ultimate(x86)

－ Windows(R) 7 Home Premium(x64)

－ Windows(R) 7 Professional(x64)

－ Windows(R) 7 Ultimate(x64)

・ 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 R2 Standard(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter(x64)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(x86)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V(x64)

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

－ Windows Vista(R) Home Basic(x86)

－ Windows Vista(R) Home Premium(x86)

－ Windows Vista(R) Business(x86)

－ Windows Vista(R) Ultimate(x86)

－ Windows Vista(R) Enterprise(x86)
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－ Windows Vista(R) Business(x64)

－ Windows Vista(R) Ultimate(x64)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

・ 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) Cluster Server、またはMicrosoft(R) Cluster Serviceを、“MSCS”と略しています。

・ Windows上で動作するSystemwalker Runbook Automationを“Windows版”と表記します。

・ Linux上で動作するSystemwalker Runbook Automationを“Linux版”と表記します。

 
輸出管理規制について

本ドキュメントを輸出または提供する場合は、外国為替および外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必

要な手続きをおとりください。

 
商標について

ITIL(R)は、英国政府OGC（Office of Government Commerce）および米国特許商標局の登録商標です。

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。

Microsoft、Windows、Windows ServerおよびMicrosoft Cluster Serviceは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。

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。

OracleとJavaは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商

品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

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。

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。

Adobe、Adobe Reader、およびFlashは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または

登録商標です。

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。

また、本書に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示(TM・(R))を付記しておりません。

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。
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第1章 はじめに

Systemwalker Runbook Automationでは、人の作業とICT機器の操作をまとめて一連の作業手順として自動運用プロセスと呼ばれるフ

ローを作成し、自動運用を行います。

本書では、自動運用の基本となる自動運用プロセスを作成し、スケジュールを定義して実際に運用を開始するまでの一通りの手順に

ついて説明しています。

1.1 作成する自動運用プロセスについて

本書では、以下のような処理を実行する自動運用プロセスを作成します。

1. フォームと呼ばれる画面(以降フォームと呼びます)からホスト名とサービス名を入力します。

2. 入力されたサービスが起動されているかを確認します。

3. 起動されていない場合は、入力されたサービスを起動します。

なお、サービスの起動確認やサービスの起動に失敗した場合はメールを送信します。

1.2 手順のながれ

自動運用プロセスの作成から運用までの手順のながれは、以下のとおりです。
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第2章 自動運用プロセスを作成してみよう

自動運用プロセスを作成してみましょう。

 
作業のながれ

2.1 Systemwalker Runbook Automation Studioを起動する
 

目的

自動運用プロセスの作成環境となる Systemwalker Runbook Automation Studioを起動します。

起動時には、ワークスペース(Systemwalker Runbook Automation Studio上で作成した資産を格納するフォルダ）を指定します。

 
作業環境

開発コンピュータで起動します。

 
作業担当

開発者

 
手順

1. [スタート]メニュー－[Studio]を選択します。
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[ワークスペースランチャ]画面が表示されます。

  

2. [ワークスペースランチャ]画面で[OK]ボタンをクリックします。

デフォルトで表示されているフォルダ(C:\Users\ユーザー名\Documents\Systemwalker RBA Studio\V15.0\workspace)にワー

クスペースを作成し、Systemwalker Runbook Automation Studioが起動します。

なお、デフォルトで表示されるフォルダはOSごとに異なります。ご利用のOSに応じて表示されるフォルダを確認してください。本

説明はWindows(R)7の例です。

 

 ポイント

Systemwalker Runbook Automation Studioのパースペクティブについて

Systemwalker Runbook Automation Studioでは、作業内容に応じて画面を切り替えることができます(各画面をパースペクティブと

呼びます)。現在、どのパースペクティブが選択されているかは、ウィンドウのタイトルバーで確認できます。

自動運用プロセスは、[自動運用プロセス開発]パースペクティブで作成します。[自動運用プロセス開発]パースペクティブは以下

の手順で表示できます。
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・ [Studioへようこそ]画面が開いている場合

[自動運用プロセス開発パースペクティブを開く]を選択します。

・ [デバッグ]や[運用操作部品開発]パースペクティブが表示されている場合

[ウィンドウ]－[パースペクティブを開く]－[自動運用プロセス開発]を選択します。

[パースペクティブを開く]ボタンをクリックすることで[自動運用プロセス開発]を選択することもできます。

2.2 アプリケーションプロジェクトを作成する
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目的

“2.1 Systemwalker Runbook Automation Studioを起動する”で起動時に指定したワークスペース配下に、自動運用プロセスを格納す

るためのフォルダ(アプリケーションプロジェクトと呼びます)を作成します。

アプリケーションプロジェクトは、自動運用プロセスやフォームなど、運用するために必要なファイルをまとめて管理するフォルダです。

ここでは、“入門プロセス”という名前で作成します。

 
作業環境

Systemwalker Runbook Automation Studio(開発コンピュータ)の[自動運用プロセス開発]パースペクティブで行います。

 
作業担当

開発者

 
手順

1. [ファイル]メニューから[新規]－[プロジェクト]－[アプリケーション]を選択します。

[新規ワークフローアプリケーションプロジェクト]画面が表示されます。
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2. [プロジェクト名]にアプリケーションプロジェクト名“入門プロセス”を入力し、[デフォルトロケーションの使用]をチェックします。

[デフォルトロケーションの使用]をチェックすると、ワークスペースの下に、[プロジェクト名]に指定した名前のアプリケーションプ

ロジェクト(フォルダ“入門プロセス”)を作成します。

  

3. [次へ]をクリックします。

  

- 7 -



4. [完了]をクリックします。

アプリケーションプロジェクトの[説明]や[所有者グループ]の入力は任意です。本手順では入力を省略しています。

ワークスペース(C:\Users\ユーザー名\Documents\Systemwalker RBA Studio\V15.0\workspace)配下にアプリケーションプロ

ジェクト“入門プロセス”が作成され、[自動運用プロセス開発]パースペクティブに戻ります。

Systemwalker Runbook Automation Studio の左上フレームの[ナビゲーター]ビューに、アプリケーションプロジェクト“入門プロセ

ス”が表示されます。
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 参考

[アプリケーション]メニューが選択できないとき

[ファイル]メニューから[新規]－[プロジェクト]－[アプリケーション]が選択できない場合は、 [自動運用プロセス開発]パースペクティ

ブの左上フレームにある[ナビゲーター]ビューにフォーカスが当たっている状態で、メニューを選択してください。

なお、[ナビゲーター]ビュー内で右クリックすることでメニューを表示させることもできます。
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2.3 自動運用プロセスを作成する
 

目的

自動運用プロセスを作成します。

ここでは、フォームで入力されたホストのサービスが起動されているかを確認し、サービスが停止している場合にサービスを起動する自

動運用プロセスを作成します。

なお、処理中に何らかのエラーが発生した場合はメールを送信するように設定します。
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作業環境

Systemwalker Runbook Automation Studio(開発コンピュータ)の[自動運用プロセス開発]パースペクティブで行います。

 
作業担当

開発者

2.3.1 開始ノード(Start)を配置する
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手順

1. [ナビゲーター]ビューからアプリケーションプロジェクト“入門プロセス”を選択し、右クリックメニューから[新規]－[プロセス定義]
を選択します。

[新規プロセス定義]画面が表示されます。
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2. [名前]に自動運用プロセス名“サンプルフロー”を入力します。

説明の入力は任意です。
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3. [完了]をクリックします。

プロセス定義エディタが表示され、Startノードが自動的に追加されます。

2.3.2 運用操作部品ノード(サービスの起動確認)を配置する
 

手順

1. プロセス定義エディタの[パレット]から[リストの表示]を選択し、[サービス/プロセスの操作]を選択します。
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2. [サービスの起動確認]アイコンをクリックします。

3. 配置する場所にカーソルを移動し、マウスクリックします。

運用操作部品ノード(サービスの起動確認N(*1))が追加されます。(*1)Nは整数値

なお、2.3.の操作は、[サービスの起動確認]アイコンをドラッグ＆ドロップすることでも可能です。

また、運用操作部品ノードは、マウスドラッグで自由に移動させることができます。

 

 参考

パレットのタブの表示について

・ パレットのタブのアイコン上にカーソルを配置すると、パレットのカテゴリ名称が表示されます。

・ タブに表示されていないものは、“>>(数字)”の[リストの表示]を選択することで、パレットのカテゴリ名称が表示されます。
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 参考

パレットの表示について

パレット上で右クリックし、[レイアウト]からパレットの表示方法を変更できます。

パレットの表示は、初期状態では[列](部品アイコンと運用操作部品名称)と[大きいアイコンを使用]が選択されています。 [大きいアイ

コンを使用]のチェックを外すと、アイコン表示を小さくできます。

また、[リスト]を選択すると、以下のようにパレットの表示が変わります。
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2.3.3 運用操作部品ノード(サービスを起動)を配置する
 

手順

1. [サービス/プロセスの操作]タブを選択し、の[サービスを起動]アイコンをクリックします。

  

2. 配置する場所にカーソルを移動し、マウスクリックします。

運用操作部品ノード(サービスを起動N(*1))が追加されます。(*1)Nは整数値

2.3.4 運用操作部品ノード(メールを送信)を配置する
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手順

1. [メールの操作]タブを選択し、の[メールを送信]アイコンをクリックします。

2. 配置する場所にカーソルを移動し、マウスクリックします。

運用操作部品ノード(メールを送信N(*1))が追加されます。(*1)Nは整数値

2.3.5 終了ノード(Exit)を配置する
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手順

1. [基本]タブを選択し、の[Exit]アイコンをクリックします。

  

2. 配置する場所にカーソルを移動し、マウスクリックします。
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終了ノード(ExitN(*1))が追加されます。正常ルートと異常ルートに分岐させるので、2つ配置しておきます。(*1)Nは整数値

3. Exit1(終了ノード)上で2回マウスクリックします。
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4. 終了ノードの名称“正常終了”を入力します。

なお、3.4.の操作は、Exit1(終了ノード)を選択し、[プロパティ]ビュー－[一般]タブで、[名前]の欄を変更することでも可能です。

5. 同様の手順でExit2(終了ノード)の名称“異常終了”を入力します。
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2.3.6 矢印でルートを設定する
 

手順

1. [矢印の作成]アイコンをクリックします。

矢印でルートを設定できるモードになります。
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2. Startノード上でマウスクリックし、そのまま“サービスの起動確認”ノードまでドラッグします。

矢印でルートが表示されます。

なお、マウスカーソルの横に が表示されている場所は、矢印の始点や終点にできません。ノード上で が表示されない場

所を指定してください。
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3. “サービスの起動確認”ノードにある の上にマウスカーソルを移動します。ポップアップで“停止”と表示される から“サービ

スを起動”ノードまで矢印を結びます。

4. 同様の手順でノード同士を結び、以下のようにルートを設定します。
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 参考

矢印を引き終わった後に 、 、 の上でマウスクリックしたままマウスカーソルを移動することで、ノードの外周に沿って 、

、 の場所を移動させることができます。
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5. [選択]アイコンをクリックします。

矢印を設定するモードが解除され、選択モードに変わります。

  

6. Arrow1(矢印)上で2回マウスクリックします。
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1回目のクリックで矢印が選択状態に、2回目のクリックで矢印の名称が選択状態(青色の網がけ)になります。

  

7. 矢印の名称“Start”を入力します。

  

2.3.7 入出力情報を設定する(“サービスの起動確認”ノード)
ここでは、フォームで入力されたホスト名とサービス名を自動的に入力情報として使用するための設定方法について説明します。フォー

ムで入力された情報は、UDAと呼ばれる自動運用プロセス定義の中で定義されるグローバル変数を使用することで、自動運用プロセ

ス定義内で持ちまわることができます。

以下のように指定します。

 
名前 種別 変数

hostname 変数(uda) HostName

service 変数(uda) ServiceName
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手順

1. “サービスの起動確認”ノード上でマウスクリックします。

プロセス定義エディタの下に、選択した“サービスの起動確認”ノードの[プロパティ]ビューが表示されます。

  

 

 参考

プロパティの表示について

プロパティの表示方法はアイコン表示とテキスト表示を選択することができます。プロパティ上で右クリックし、[テキストの表示]
チェックの有無によって表示方法を変更できます。
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2. [プロパティ]ビュー－[ユーザ定義属性]タブの順にクリックします。
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3. [ユーザ定義属性]セクションの右側にある[追加]ボタンをクリックします。

[ユーザ定義属性]に“Variable1”という名前の定義が追加されます。

4. “Variable1”をクリックし、名前を“HostName”に変更します。

5. 同様の手順で“ServiceName”という名前の[ユーザ定義属性]を追加します。
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6. [プロパティ]ビュー－[入出力情報]－[入力情報]タブの順にクリックします。
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7. [入力情報]セクションのリストから[hostname]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。

  

8. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“変数(uda)”を選択し、[変数]から“HostName”を選択します。
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9. [入力情報]セクションのリストから[service]を選択します。

  

10. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“変数(uda)”を選択し、[変数]から“ServiceName”を選択します。
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[基本]セクションに、設定内容が表示されます。

2.3.8 入出力情報を設定する(“サービスを起動”ノード)
ここでは、“サービスの起動確認”で説明した手順と同様に、UDAを使用してフォームで入力されたホスト名とサービス名を設定します。

以下のように指定します。

 
名前 種別 変数

hostname 変数(uda) HostName

service 変数(uda) ServiceName
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手順

1. “サービスを起動”ノード上でマウスクリックし、[プロパティ]ビュー－[入出力情報]－[入力情報]タブの順にクリックします。
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2. [基本]セクションのリストから[hostname]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。

3. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“変数(uda)”を選択し、[変数]から“HostName”を選択します。
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4. [入力情報]セクションのリストから[service]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。

5. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“変数(uda)”を選択し、[変数]から“ServiceName”を選択します。

[入力情報]セクションに、設定内容が表示されます。
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2.3.9 入出力情報を設定する(“メールを送信”ノード)
ここでは、“サービスの起動確認”や“サービスを起動”で説明した手順と異なり、メール送信に必要な情報を、UDAではなく固定の値

で設定します。

以下の設定はあくまでも設定例であるため、実際にメールを送信する場合は、利用可能なSMTPサーバやメールアドレスを設定してく

ださい。

 
名前 種別 値

hostname 値(fixed) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレスを指定しま

す。ここでは“localhost”と設定します。

fromaddress 値(fixed) メールの送信元アドレスを指定します。ここでは“RBA@Admin”
と設定します。

toaddress 値(fixed) メールの宛先アドレスを指定します。ここでは“user@sample”と設
定します。

subject 値(fixed) メールのタイトルです。ここでは以下を設定します。

“【エラー】サンプルフローからのエラーメール”

text 値(fixed) メールの本文です。ここでは以下を設定します。

“サンプルフローでエラーが発生しました。”
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手順

1. “メールを送信”ノード上でマウスクリックします。

プロセス定義エディタの下に、選択した“メールを送信”ノードの[プロパティ]ビューが表示されます。
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2. [プロパティ]ビュー－[入出力情報]－[入力情報]タブの順にクリックします。

3. [入力情報]セクションのリストから[hostname]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。
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4. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“値(fixed)”を選択し、[値]に“localhost”と入力します。

5. [入力情報]セクションのリストから[fromaddress]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。

6. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“値(fixed)”を選択し、[値]に“RBA@Admin”と入力します。
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7. [入力情報]セクションのリストから[toaddress]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。

8. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“値(fixed)”を選択し、[追加]ボタンをクリックします。
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9. [宛先アドレス]に追加された列をクリックし、[値]に“user@sample”と入力します。

10. [入力情報]セクションのリストから[subject]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。
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11. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“値(fixed)”を選択し、[値]に“【エラー】サンプルフローからのエラーメール”と入

力します。

12. [入力情報]セクションのリストから[text]を選択します。

[プロパティ]ビューの右側に、[設定内容]および[説明]セクションが表示されます。
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13. [設定内容]セクションの[種別]リストボックスから“値(fixed)”を選択し、[値]に“サンプルフローでエラーが発生しました。”と入力

します。

[入力情報]セクションに、設定内容が表示されます。

2.3.10 フォームを作成する
 

Webコンソール上での表示

ここで作成する確認フォームは、Webコンソール上で以下のように表示されます。
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手順

1. “Start”ノードを選択して右クリックし、ポップアップメニューから [QuickForm]－[新規作成]を選択します。
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2. [新規QuickForm]ダイアログの[名前]に“サンプルフォーム”と入力します。
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3. [完了]をクリックします。

QuickForm デザインエディタが表示されます。
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4. [パレット]の[Advanced]フォルダにある、[Text]アイテムを選択します。

5. デザインエディタ上で、アイテムを配置したい場所をクリックし、[Text]アイテムを追加します。
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6. [Text]アイテムをマウスクリックし、[プロパティ]ビュー－[属性]の順にクリックします。
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7. [固有プロパティ]－[rcf:value]の値に“ホスト名：”を入力します。
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8. 同様の手順で、[固有プロパティ]－[rcf:value]の値に“サービス名：”を入力した[Text]アイテムを作成します。
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9. [パレット]の[Advanced]フォルダにある、[TextInput]アイテムを選択します。
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10. デザインエディタ上で、アイテムを配置したい場所をクリックし、[TextInput]アイテムを追加します。
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11. [TextInput]アイテムの中枠をマウスクリックし、[プロパティ]ビュー－[属性]の順にクリックします。

12. [共通プロパティ]－[rcf:id]の値に“uda_HostName”を入力します。

先頭の“uda_”は必須です。
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13. 同様の手順で、[共通プロパティ]－[rcf:id]の値に“uda_ServiceName”を入力した[TextInput]アイテムを作成します。

以下のようなフォームが、デザインエディタ上に表示されます。

2.3.11 保存する
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手順

1. [ファイル]メニュー－[保存]を選択して“サンプルフロー”および“サンプルフォーム”を保存します。

自動運用プロセス“サンプルフロー”が、“2.2 アプリケーションプロジェクトを作成する”で準備しておいたアプリケーションプロジェ

クトに保存されます。

[ナビゲーター]ビューには、Process Definitions配下に“サンプルフロー.xpdl”が表示され、web配下に“サンプルフォーム.jsp”が
表示されます。

なお、1.の操作は、ツールバー上の、[保存]アイコンをクリックすることでも可能です。

これで、自動運用プロセス“サンプルフロー”の作成は完了です。
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第3章 自動運用プロセスを登録してみよう

自動運用プロセスをデバッグしたり、実際に運用したりするには管理サーバへの登録が必要です。

作成した自動運用プロセスを管理サーバに登録しましょう。

 
作業のながれ

3.1 管理サーバへ登録する
 

目的

Systemwalker Runbook Automation Studio上で作成した自動運用プロセスを、Systemwalker Runbook Automationの管理サーバへアッ

プロードして登録します。

管理サーバに登録されると、自動運用プロセスのデバッグや起動ができるようになります。

 

 ポイント

管理サーバへ登録する単位

管理サーバには、アプリケーションプロジェクト単位で登録します。

登録されたアプリケーションプロジェクトは、管理サーバ上では自動運用プロセスグループとして管理されます。管理サーバ上で

は、自動運用プロセスグループが運用の管理単位になります。

 
作業環境

Systemwalker Runbook Automation Studio(開発コンピュータ)の[自動運用プロセス開発]パースペクティブで行います。

登録には、管理サーバの管理者権限が必要です。

 
作業担当

開発者
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手順

1. [ナビゲーター]ビューでアプリケーションプロジェクト“入門プロセス”を右クリックし、[アプリケーションのアップロード]を選択しま

す。

[アプリケーションのアップロード]画面が表示されます。
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2. “入門プロセス”のチェックボックスがチェックされていることを確認し、[接続情報の参照]ボタンをクリックします。

[アプリケーション]に“入門プロセス”が表示されていない場合は、[アプリケーション]のリストボックスから“入門プロセス”を選択し

てください。

[サーバ接続情報の選択]画面が表示されます。
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3. [新規]ボタンをクリックします。

[サーバ接続情報の設定]画面が表示されます。

  

4. 管理サーバの情報を入力し、[OK]をクリックします。

 
名前 値

接続名 接続先を示す任意の名称

ベースURL サーバに接続するためのURLです。以下の形式で指定します。

http://管理サーバホスト名:ポート番号

ユーザ名 Systemwalker Runbook Automationで認証されるユーザ名

パスワード Systemwalker Runbook Automationで認証されるユーザのパスワード

パスワードの保存 入力したパスワードを保存する場合はチェックします。

チェックをはずした場合、パスワードの入力は不要です。

接続を確認する 設定情報を入力した後で接続確認する場合はチェックします。
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  [ログイン]画面が表示されます。

5. 管理サーバの[パスワード]を入力して、[OK]ボタンをクリックします。

 

 参考

サーバの接続情報の設定画面にある[パスワードの保存]をチェックしてパスワードを保存した場合は、ログイン画面は出力され

ません。

[サーバ接続情報の選択]画面に戻り、新規に追加した“Systemwalker Runbook Automation 管理サーバ”が表示されます。
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6. [サーバ接続情報の選択]画面で[OK]ボタンをクリックします。

[アプリケーションのアップロード]画面に戻ります。
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7. [次へ]ボタンをクリックします。

[ログイン]画面が表示されます。
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8. 管理サーバの[パスワード]を入力して、[OK]ボタンをクリックします。

[アプリケーションのアップロード]画面に戻ります。

  

- 65 -



9. [“Systemwalker Runbook Automation管理サーバ”に新規にプロセスグループを作成する]を選択して“SampleFlow”と入力

し、[アップロード後にアプリケーションをオンラインにする]をチェックします。

 

 注意

プロセスグループIDは、デフォルトで“入門プロセス”という文字列が設定されていますが、プロセスグループIDは半角英数字と

アンダースコアのみが入力可能であるため、削除してから“SampleFlow”と入力してください。

  

10. [完了]ボタンをクリックします。

作成した自動運用プロセス“サンプルフロー”は、アプリケーションプロジェクト“入門プロセス”単位で管理サーバにアップロード

され、登録されます。

管理サーバ上では、自動運用プロセスグループ“入門プロセス”として管理されます。
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なお、アップロード後、“サンプルフロー”は自動的にオフライン状態からオンライン状態になります。

 

 参考

自動運用プロセスグループの状態(オンライン状態とオフライン状態)

－ オンライン状態

関連した自動運用プロセスの起動や運用が可能です。

自動運用プロセスグループは更新できません。

－ オフライン状態

関連した自動運用プロセスの起動や運用ができません。

自動運用プロセスグループは更新できます。
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第4章 自動運用プロセスをデバッグしてみよう

作成した自動運用プロセスに問題がないか、デバッグをしてみましょう。

 
作業のながれ

4.1 デバッグの構成を作成する
 

目的

デバッグに必要な準備作業を行います。

デバッグに必要な情報を設定して、デバッグの構成を作成します。

 
作業環境

Systemwalker Runbook Automation Studio(開発コンピュータ)の[デバッグ]パースペクティブで行います。

 
作業担当

開発者
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手順

1. [実行]メニュー－[デバッグの構成]を選択します。

[デバッグを開く]画面が表示されます。
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2. 左側のツリーから“ワークフローアプリケーション”を選択し、[新規の起動構成]ボタンをクリックします。
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右側に、新規構成の設定画面が表示されます。

  

3. デバッグの構成情報を設定し、[適用]ボタンをクリックします。

 
名前 値

名前 デバッグの構成に、分かりやすい名前をつけます。

ここでは“入門プロセスのデバッグ”と入力します。

プロジェクト [参照]ボタンをクリックし、表示された[プロジェクトの選択]画面からデバッグするプロセス定義

を含むSystemwalker Runbook Automation Studio上のアプリケーションプロジェクトを選択しま

す。

ここでは“入門プロセス”を選択します。
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名前 値

接続名 コンボボックスから“Systemwalker Runbook Automation管理サーバ”を選択します。

アプリケーション 1. [参照]ボタンをクリックすると、[ログイン]画面が表示されます。

2. [ログイン]画面で、管理サーバのユーザ名およびパスワードを入力し、[OK]ボタンをク

リックします。

→[アプリケーションの選択]画面が表示されます。

3. [アプリケーションの選択]画面からデバッグするプロセス定義を含む管理サーバ上の自

動運用プロセスグループを選択します(アプリケーションプロジェクトは、管理サーバ上

では自動運用プロセスグループとして管理されます)。ここでは“SampleFlow”を選択し

ます。

これで、デバッグの構成の作成が完了です。

続けてデバッグを開始する場合は、本画面を表示したまま“4.2 デバッグする”へ進みます。
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4.2 デバッグする
 

目的

自動運用プロセスをデバッグします。

デバッグは、自動運用プロセスを実行すると生成されるプロセスの実体(プロセスインスタンスと呼ばれます）に対して行います。

ここでは、新規にプロセスインスタンスを開始させ、アクティビティ(自動運用プロセスに定義された各作業)を1つずつステップ実行し

て、変数の内容やフローの動きを確認していきます。

 
作業環境

Systemwalker Runbook Automation Studio(開発コンピュータ)の[デバッグ]パースペクティブで行います。

 
作業担当

開発者

 
手順

1. [デバッグを開く]画面で[デバッグ]ボタンをクリックします。

[ログイン]画面が表示されます。

 

 参考

[デバッグを開く]画面が表示されていない場合は、[デバッグ]パースペクティブの[実行]メニュー－[デバッグの構成]を選択して

表示させてください。

  

2. パスワードを入力して[OK]ボタンをクリックします。
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3. [デバッグ]ビューで“サンプルフロー: 1.0 [SampleFlow]”を右クリックし、メニューから[ステップ動作でインスタンスを開始]を選択

します。

管理サーバ上で新しいプロセスインスタンスが生成され、デバッグを開始します。
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[デバッグ]ビューには、生成されたプロセスインスタンスが表示され、配下に実行中のアクティビティが表示されます。

完了すると中断状態（アイコンの表示が になります)で止まります。
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4. [デバッグ]ビューのツリーを展開し、[サービスの起動確認1]を選択します。

[変数]ビューに情報が表示されます。
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5. [HostName]に“localhost”、[ServiceName]に“TlntSvr”と入力します。

 

 参考

－ ここで設定する[HostName]および[ServiceName]は、フォームで入力するホスト名およびサービス名です。

－ デバッグで起動確認する対象のサービスをlocalhostのTelnetサービスとしています。問題がある場合は環境に応じて変更し

てください。
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6. アクティビティを選択し、[ステップオーバ]ボタン( )をクリックします。

次のアクティビティが実行され、完了すると中断状態で止まります。

実行履歴は、[コンソール]ビューに表示されます。

変数の値は、[変数]ビューに表示されます。ステップ実行しながら変数の内容が正しいか確認したり、変数の値を編集し、実行

ルートを変更しながらフローの動きを確認できます。
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7. 手順6.の操作を繰り返し、アクティビティの状態を確認しながら順に実行します。

後のアクティビティまで完了すると、[デバッグ]ビューに“<終了しました>”と表示されます。
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第5章 自動運用プロセスをテストしてみよう

自動運用プロセスを実際に起動して、運用テストをしてみましょう。

 
作業のながれ

5.1 自動運用プロセスを起動する
 

目的

Webコンソールにログインし、自動運用プロセス“サンプルフロー”を手動で起動します。

 

 ポイント

自動運用プロセスの起動について

自動運用プロセスを起動すると、プロセスインスタンスが生成され、そのプロセスインスタンスが実行されます。

自動運用プロセスはプロセスの定義であり、プロセスインスタンスが実際に実行されるプロセスの実体になります。

 
作業環境

Webコンソールで行います。

 
作業担当

開発者

 
手順

1. Webブラウザで、以下のURLを指定します。

http://管理サーバホスト名:ポート番号/console/Default/

Webコンソールのログイン画面が表示されます。
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2. ユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

Webコンソールが表示されます。

  

3. [プロセスグループ名]のリストボックスから“入門プロセス”を選択します。

選択した自動運用プロセスグループ“入門プロセス”のWebコンソールが表示されます。
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4. [プロセス管理]タブ－[プロセス定義]サブメニューをクリックします。

右側にプロセス定義リストやプロセス定義詳細が表示されます。
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5. プロセス定義リストから“サンプルフロー”を選択し、プロセス定義詳細の[要約]タブで[開始]ボタンをクリックします。

新規のプロセスインスタンスを作成する画面が表示されます。
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6. [一般]パネルの[名前]に、プロセスインスタンス名“サンプルフローのテスト”、[フォーム]パネルの[ホスト名]に“localhost”、[サー

ビス名]に“TlntSvr”と入力します。

[一般]パネルの入力は任意です。未入力の場合、プロセスインスタンスの名前は自動運用プロセス名と同じ“サンプルフロー”に

なります。

また、[添付]パネルには何も添付する必要はありません。
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7. 下へスクロールし、[開始]ボタンをクリックします。

新規のプロセスインスタンス“サンプルフローのテスト”を生成し、実行を開始します。

  

完了すると、[結果要約]画面が表示されます。
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8. [結果]が“完了”になっていることを確認し、[×]をクリックして終了します。

なお、[結果]が“失敗”になった場合は、コメントの詳細ボタンをクリックし、エラーの内容を確認してから対処してください。対処

後は手順4.～手順7.にしたがって、再度、自動運用プロセスを起動してください。

5.2 実行した自動運用プロセスの状況を確認する
 

目的

完了した自動運用プロセスの処理の進み具合や、実行状況の詳細を確認します。

 
作業環境

Webコンソールで行います。

 
手順

1. [プロセス管理]タブ－[プロセス状況]サブメニューの順にクリックします。

プロセスの状況が表示されます。

  

- 86 -



2. 名前の“サンプルフローのテスト”をクリックします。
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[BPMN]タブでは、処理の進み具合を確認できます。
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3. 運用操作部品を右クリックし、[カスタムメッセージの表示]を選択します。

ここでは、“サービスの起動確認1”を右クリックして、“サービスの起動確認1”の運用操作部品の実行状況を確認します。

[カスタムメッセージ]ダイアログが表示されます。

なお、[カスタムメッセージ]ダイアログは、[プロセス管理]タブ－[プロセス インスタンス]サブメニューの、 [BPMN]タブから表示さ

せることも可能です。

  

1. [カスタムメッセージ]ダイアログ内に表示されたリンクをクリックします。
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新しい画面が開き、“サービスの起動確認1”の実行履歴が表示されます。

  

運用操作部品の開始時間、終了時間、実行状況などが確認できます。

2. 確認をした後、前の画面に戻って[カスタムメッセージ]ダイアログを閉じます。
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4. [詳細]タブをクリックします。

[詳細]タブでは、実行状況の詳細を確認できます。
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第6章 自動運用プロセスを動かしてみよう

テスト運用で問題がないことが確認できたら、本運用を開始します。作成した自動運用プロセスは“5.1 自動運用プロセスを起動する”

で説明した手順で本運用することもできますが、本章では毎週木曜日の13時に起動されるようスケジュールを定義して、自動起動させ

てみましょう。

 
作業のながれ

6.1 自動運用プロセスを公開する
 

目的

作成した自動運用プロセスは“ドラフト”と呼ばれる作成中の状態です。

スケジュールを定義したり、利用者が利用できるよう、自動運用プロセスを“公開済”と呼ばれる本運用の状態にします。

 
作業環境

Webコンソールで行います。

公開には、管理サーバの管理者権限が必要です。

 
作業担当

運用管理者

 

- 92 -



手順

1. [プロセス管理]タブ－[プロセス定義]サブメニューの順にクリックします。

プロセス定義リストが表示されます。
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2. プロセス定義リストから公開する“サンプルフロー”を選択し、プロセス定義詳細の[要約]タブをクリックします。

  

3. [要約]タブの[公開]ボタンをクリックします。

ポップアップメッセージ(Webページからのメッセージ)が表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。
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公開作業が完了し、[結果要約]画面が表示されます。

  

4. [×]ボタンをクリックします。

プロセス定義リストに戻ります。“サンプルフロー”の状態が“公開済”になります。

これで、自動運用プロセスの状態が公開済になり、本運用できるようになります。
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 参考

公開方法

プロセス定義リストから“サンプルフロー”を選択し、右クリックメニューから公開することもできます。

6.2 スケジュールを定義する
 

目的

自動運用プロセス“サンプルフロー”が、毎週木曜日の13時に起動されるようスケジュールします。

 

 参考

スケジュールの定義

スケジュールを定義するには、以下の方法があります。

－ 直接スケジュールを定義する

－ 事前にパターン(共通で利用できる休日カレンダーやスケジュールパターン)を作成し、選択したパターンの組み合わせでスケ

ジュールを定義する

ここでは、直接スケジュールを定義する方法について説明します。なお、作成するスケジュール定義の名称は“サンプルスケジュール”

です。

 
作業環境

Webコンソールで行います。

 
作業担当

運用管理者
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手順

1. [プロセス管理]タブ－[プロセス定義]サブメニューの順にクリックします。

プロセス定義リストが表示されます。

  

- 97 -



2. プロセス定義リストから“サンプルフロー”を選択し、[要約]タブをクリックします。

  

3. [要約]タブの[スケジュール定義作成]ボタンをクリックします。

[スケジュール定義作成]ウィザード(一般設定)が表示されます。

なお、1.～3.の操作は、[プロセス管理]タブ－[スケジュール定義]サブメニューの、[作成]ボタンをクリックすることでも可能です。

この場合は、“サンプルフロー”が選択されていないため、4.の手順の[プロセス定義]で“サンプルフロー”を選択してください。
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4. [スケジュール定義作成]ウィザード(一般設定)で以下を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

 
名前 値

名前 サンプルスケジュール

[プロセス定義]には、自動運用プロセス名が自動的に設定されます。

  

5. [スケジュール定義作成]ウィザード(ユーザ定義属性設定)で以下を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

 
名前 値

HostName localhost

ServiceName TlntSvr
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6. [スケジュール定義作成]ウィザード(起動日設定)で以下を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

 
名前 値

起動日を設定する チェックする

基本設定 スケジュールパターンを使用しない

種別 [毎週]を選択→ [木曜日]をチェック

休日の設定 休日カレンダーを使用しない

運用期間の設定 設定しない
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 参考

起動日が正しく設定されているか確認したい場合

[スケジュール定義作成]ウィザード(起動日設定)で下へスクロールし、[確認・調整]ボタンをクリックします。

表示された[設定内容の確認・調整]画面で毎週木曜日が起動日(青色)に設定されていることが確認できます。
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過去の日付は灰色で表示されます。

  

7. [スケジュール定義作成]ウィザード(起動時刻設定)で以下を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

 
名前 値

起動時刻を設

定する

チェックする

基本設定 起動時刻を指定する

起動時刻一覧 [編集]ボタンをクリックして表示される[起動時刻の設定]画面で時刻を設定します。
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名前 値

1. “13時0分”を設定し、[追加]ボタンをクリックします。

2. [起動時刻一覧]に“13:00”が表示されていることを確認し、[OK]ボタンをクリックします。
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8. [スケジュール定義作成]ウィザード(確認)で設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリックします。

以下の画面が表示されます。

  

9. [OK]ボタンをクリックします。

Webコンソールのプロセス定義リストの画面に戻ります。

[プロセス管理]タブ－[スケジュール定義]サブメニューをクリックすると、スケジュール定義“サンプルスケジュール”の次回起動日時が

正しく設定されていることを確認できます。
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これでスケジュール定義の設定は完了です。

設定が完了すると、スケジュールの定義に従って自動的に起動されます。

 

 参考

スケジュールどおりに起動されたか確認したい場合

Webコンソールで[プロセス管理]タブ－[スケジュール定義]サブメニューをクリックして、確認できます。

[ 終起動日時]を参照することで、運用自動プロセスがスケジュールどおりに起動されたかを確認できます。なお、[次回起動日

時]は次の起動予定日時です。
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実行状況を確認したい場合

Webコンソールで [プロセス管理]タブ－[プロセス状況]サブメニューをクリックして、実行状況を確認します。[状態]を参照すること

で現在のスケジュールの状態をガントチャートで確認することができます。
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付録A 用語解説

ここでは、本書で使われている用語について簡単に説明しています。

本書を読む際の参考にしてください。

管理サーバ

Systemwalker Runbook Automationのマネージャがインストールされます。Systemwalker Runbook Automationが動作するサーバ

です。自動運用プロセスが実行されます。

開発コンピュータ

Systemwalker Runbook Automation Studioがインストールされます。Systemwalker Runbook Automation Studioを使用して、自動運

用プロセスの作成やデバッグを行います。

Webコンソール

Webブラウザ上で使用し、Systemwalker Runbook Automationへのインタフェースを提供します。

Systemwalker Runbook Automationを使用して、運用を自動化したり、Systemwalker Runbook Automationの運用に必要な情報を

定義する画面です。管理画面は、自動運用プロセスグループ単位で表示されます。

自動運用プロセス

人の作業とICT機器の操作をまとめて一連の作業手順として定義したフロー(プロセス定義)と、それに付随して入力や確認作業を

行うためのWebコンソールに表示される画面(フォーム)をまとめたものです。

Systemwalker Runbook Automation Studio上ではプロセス定義のファイル名で管理されます。管理サーバ上ではプロセス定義名

で管理されます。

自動運用プロセスグループ

管理サーバ上で自動運用プロセスを管理する単位です。
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アプリケーションプロジェクト

Systemwalker Runbook Automation Studio上で自動運用プロセスやフォームなど、運用するために必要なファイルをまとめて管理

するフォルダのことです。

管理サーバには、アプリケーションプロジェクト単位で登録します。登録されたアプリケーションプロジェクトは、管理サーバ上では

自動運用プロセスグループとして管理されます。

プロセスインスタンス

自動運用プロセスを起動すると生成されます。

自動運用プロセスはプロセスの定義です。

プロセスインスタンスは、実際に実行されるプロセスの実体です。

オンライン状態・オフライン状態

自動運用プロセスグループの状態です。

自動運用プロセスを使用するには、自動運用プロセスグループをオンライン状態にする必要があります。オンラインにすると、自動

運用プロセスグループに関連した自動運用プロセスを起動できるようになります。

自動運用プロセスグループを更新する場合、オフライン状態で行う必要があります。オフラインにすると、自動運用プロセスグルー

プの所有者以外はプロセス定義を参照できません。また、自動運用プロセスも起動できません。

ドラフト状態・公開済状態

自動運用プロセスの状態です。

ドラフトは作成中の状態です。自動運用プロセスの編集が可能ですが、利用者は使用できません。

公開済は本運用の状態です。自動運用プロセスは編集できませんが、利用者が自動運用プロセスを起動できるようになります。ま

た、スケジュールを定義できます。
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