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変更内容
変更内容 (3020-3-K02-81) JP1/Integrated Management 08-50
追加・変更内容

変更個所

記載内容を変更した。詳細は，付録 A を参照のこと。

付録 A

変更内容 (3020-3-K01-80，3020-3-K02-80，3020-3-K03-80) JP1/Integrated Management 08-50
追加・変更内容

変更個所
システム構築・運
用ガイド

リファレンス

機能拡張

JP1/Integrated Management が連携できる
統合管理製品に JP1/Integrated
Management - Service Support を追加した。

1.1.1，1.1.2

−

−

JP1/Base の前提 OS から Windows 2000 を
削除した。

3.1.2

−

−

イベント取得フィルターに，メンテナンス対
象ホストが発行する JP1 イベントを一時的
に取得対象外とするための共通除外条件を追
加した。

3.2.2，6.1.3，
7.10.1，7.10.2，
7.10.3，11.2.4，
20.6，24.5，付録
D，付録 H，付録
I.3，付録 L

1.1，1.3.9，
1.3.12，1.3.13，
2. jcochfilter

−

次のフィルター，およびイベント検索の条件
に，JP1 イベントを表示（取得）対象外とす
るための除外条件を追加した。
• イベント取得フィルター
• ユーザーフィルター
• 重要イベントフィルター
• 表示フィルター

3.2.2，6.1.3，
11.2.1，11.2.2，
11.2.3，11.2.4，
20.3.1，24.5，付
録 D，付録 H，付
録 I.3，付録 L

1.3.8，1.3.9，
1.3.10，1.3.12，
1.3.15，1.3.18，
1.3.21

−

監視オブジェクトの状態変更条件をメモリー
に常駐させる機能を追加した。

3.3.2，12.7.5，
13.2.4，13.3.4，
16.1.1，16.1.3

3. 状態変更条件
メモリー常駐機
能の設定ファイ
ル

−

JP1 イベントの受信時に，監視オブジェクト
を自動で初期化する機能を追加した。

3.3.6，12.7.4，
13.2.4，13.3.4，
16.1.1，16.1.3

3. 監視オブジェ
クト初期化設定
ファイル

−

JP1 イベントの対処済み時に状態変更イベン
トを自動で削除する機能を追加した。

3.3.8，12.7.3，
13.2.4，13.3.4，
16.1.1，16.1.3

3. 状態変更イベ
ント自動削除設
定ファイル

−

イベントサービスの登録ホスト名を FQDN
形式で利用する場合の設定方法を変更した。

9.4.9，10.4.8

−

−

追加・変更内容

変更個所
システム構築・運
用ガイド

リファレンス

機能拡張

1.3，1.3.5，
1.3.6，1.3.7，
1.3.8，1.3.14，
1.3.15，1.3.18，
1.3.21，2.
jcoimdef，2.
jim_log.bat
（Windows 限
定）
，2.
jim_log.sh
（UNIX 限定）
，
3. 通信環境定義
ファイル
（view.conf.upd
ate）
，4.2.2

−

uCosminexus Batch Job Execution Server
が発行する応答待ちイベントを監視し，応答
する機能を追加した。

9.4.9，10.4.8，
23，24.2.4，
24.3.1，24.3.2，
24.5，付録 E.1，
付録 H.1，付録
H.2，付録 H.3，
付録 L

JP1/Cm2/SNMP System Observer との連携
でのセットアップの注意事項を変更した。

12.8.2，12.8.4

−

−

ログファイルおよびディレクトリ一覧に次の
ファイルを追加した。
• インストールログ
• イベントコンソールログ
• 応答待ちイベント滞留ファイル
• プラグインのログ

24.2.4

−

−

イベントフロー制御トレースログのファイル
数，最大ディスク使用量，およびファイルの
切り替え時期を変更した。

24.2.4

−

−

アクションホスト名格納ファイルの最大ディ
スク使用量を変更した。

24.2.4

−

−

イベント取得フィルターの最大長を変更し
た。

付録 D

1.3.10，1.3.13

−

セントラルスコープサービスが起動していな
い場合は，
［イベントコンソール］画面にあ
る［セントラルスコープ］起動ボタンおよび
メニューが非活性となるようにした。

−

1.3，2.
jcoimdef，5.5.1

−

［コマンド実行］画面で指定する「実行ホス
ト名」および「実行コマンド」が保存される
件数を追加した。

−

1.3.30

−

［監視ツリー］画面の表示項目の説明にタイ
トルバーを追加した。

−

1.4

−

−

2. コマンド一覧

−

このマニュアルで説明している JP1/Base の
コマンドは，マネージャーホストを対象とし
ているため，エージェントホストを対象に実
行する JP1/Base のコマンドについては JP1/
Base のマニュアルを参照する注釈を追加し
た。

追加・変更内容

変更個所
システム構築・運
用ガイド

リファレンス

機能拡張

jcocmddef コマンドの実行権限をスーパー
ユーザーに変更した。

−

2. コマンド一
覧，2.
jcocmddef

−

jcocmddef コマンドを実行したときに出力
されるメッセージの記述を追加した。

−

2. jcocmddef

−

jcocmddef コマンドの -runevinterval
オプション（経過時間イベント発行間隔）に
指定できる値を変更した。

−

2. jcocmddef

−

Linux 版で jp1cohaverup コマンドをサ
ポートした。

−

2. jp1cohaverup

−

次のイベント ID の JP1 イベントの発行契機
を変更した。
• 3F11

−

4.2.1

−

次のイベント ID の JP1 イベントを追加し
た。
• 3F08
• 3F41
• 3F42

−

4.2.1，4.2.2

−

次のイベント ID の到着時刻の属性名を変更
した。
• 3F01
• 3F03
• 3F04
• 3F05
• 3F06

−

4.2.2

−

次のイベント ID のプロダクト名の内容を変
更した。
• 3FA0

−

4.2.2

−

メッセージの出力先にイベントログの列を追
加した。

−

5.2.1

−

追加・変更内容

変更個所
システム構築・運
用ガイド

リファレンス

機能拡張

次のメッセージの出力先を変更した。
KAVB0001-E，KAVB0251-E，
KAVB0292-I，KAVB0293-I，KAVB0401-E，
KAVB0411-E，KAVB0801-E，
KAVB0802-E，KAVB0803-E，
KAVB0804-E，KAVB0805-E，
KAVB0806-E，KAVB0810-E，
KAVB0821-E，KAVB0822-E，
KAVB0823-E，KAVB0824-E，
KAVB0825-E，KAVB0826-E，
KAVB0827-E，KAVB0828-E，
KAVB1211-W，KAVB1501-E，
KAVB1502-E，KAVB1510-E，
KAVB1515-E，KAVB1523-E，
KAVB1524-E，KAVB1525-E，
KAVB2288-E，KAVB3625-E，
KAVB3642-E，KAVB3899-E，
KAVB4004-E，KAVB4022-E，
KAVB4420-W，KAVB4421-W，
KAVB4422-W，KAVB4423-W，
KAVB4424-W，KAVB4905-E，
KAVB5106-E，KAJV2234-I

−

5.2.1，5.2.2，
5.2.4，5.2.5，
5.2.11

−

次のメッセージを追加した。
KAVB0251-E，KAVB0551-E，
KAVB0552-I，KAVB0553-Q，
KAVB0554-E，KAVB0555-E，
KAVB0556-I，KAVB0557-E，
KAVB0558-E，KAVB0559-Q，
KAVB0560-E，KAVB0561-E，
KAVB0562-E，KAVB0563-E，
KAVB0863-E，KAVB0864-I，
KAVB0866-E，KAVB0868-I，KAVB0869-I，
KAVB0870-E，KAVB0871-E，
KAVB0872-E，KAVB1583-W，
KAVB1584-W，KAVB1801-E，
KAVB1802-W，KAVB1811-E，
KAVB1812-E，KAVB1813-E，
KAVB1814-E，KAVB1815-E，
KAVB1816-W，KAVB1821-E，
KAVB9201-I，KAVB9202-E

−

5.2.1，5.2.9，
5.5.1，5.5.9

−

次のメッセージを削除した。
KAVB3792-E

−

5.2.4，5.4，
5.5.4

−

JP1/Integrated Management が出力する
Windows イベントログの一覧にソース名を
追加した。

−

5.4

−

追加・変更内容

変更個所
システム構築・運
用ガイド

リファレンス

機能拡張

次のメッセージの説明を変更した。
KAVB0121-E，KAVB0246-E，
KAVB0248-E，KAVB1210-E，
KAVB1582-E，KAVB1652-E，
KAVB1658-I，KAVB8101-E，
KAVB8102-E，KAVB8103-E

−

5.5.1，5.5.8

−

次のメッセージを変更した。
KAVB0221-E，KAVB0223-E，
KAVB0227-W，KAVB0228-E，
KAVB0255-E，KAVB0810-E，
KAVB0828-E，KAVB1516-W，
KAVB1522-E，KAVB1551-E，
KAVB1552-E，KAVB1554-E，
KAVB1556-E，KAVB1650-E，
KAVB1651-E，KAVB1658-I，
KAVB4138-W，KAVB5105-W，
KAVB5455-W，KAVB9032-E，
KAJV2002-E，KAJV2004-E，
KAJV2006-E，KAJV2008-E

−

5.5.1，5.5.5，
5.5.9，5.5.11

−

はじめに
このマニュアルは，JP1/Integrated Management の画面やコマンドなどについて説明したもの
です。

■対象読者
オープンプラットフォームのシステムを管理するインフラを，JP1/Integrated Management を
使って管理，運用する方を対象としています。具体的には次の方を対象としています。
• システムで発生する事象を一元監視し，発生した事象に対して何らかの対処を取りたいシステ
ム管理者またはオペレーター
• システムを管理するインフラの状態をシステムで発生する事象と関連づけて一元監視したいシ
ステム管理者またはオペレーター

■マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す章で構成されています。
第1章

画面
JP1/Integrated Management - View の画面について説明しています。

第2章

コマンド
JP1/Integrated Management で使用するコマンドについて説明しています。

第3章

定義ファイル
JP1/Integrated Management の定義ファイルについて説明しています。

第4章

JP1 イベント
JP1/Integrated Management が出力する JP1 イベントについて説明しています。

第5章

メッセージ
JP1/Integrated Management が出力するメッセージについて説明しています。

第6章

システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）
JP1/Integrated Management で提供しているシステム監視オブジェクトについて説明していま
す。

第7章

監視ツリーモデル（統合スコープ用）
統合スコープの監視ツリーを自動生成するときに作成される監視ツリーの構造を説明しています。

■関連マニュアル
関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。
JP1/IM 関連
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
（3020-3-K01）

I
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• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager 機能拡張（3020-3-K03）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運
用ガイド（3020-3-K04）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Central Information Master リファレンス
（3020-3-K05）
• JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-K06）
• JP1 Version 8 JP1/Base メッセージ（3020-3-K07）
• JP1 Version 8 JP1/Base 機能拡張（3020-3-K08）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Incident Master（3020-3-K09）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Rule Operation システム構築・運用ガイド
（3020-3-K10）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Rule Operation GUI リファレンス
（3020-3-K11）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - TELstaff JP1/Integrated Management TELstaff Alarm View システム構築・運用ガイド（3020-3-K12）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Service Support システム構築・運用ガイド
（3020-3-K14）
JP1 関連
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ（3020-3-K28）
BJEX 関連
• uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引（3000-3-E02）

■このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。次に，
製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。
このマニュアルでの表記

正

式

Active Directory

Active Directory(R)

AIX

AIX 5L 5.2

名

称

AIX 5L 5.3
AIX 6.1
BJEX
Cosminexus

uCosminexus Batch Job Execution Server
Cosminexus Application
Server

Cosminexus Application Server
Enterprise Version 6
Cosminexus Application Server Standard
Version 6
uCosminexus Application Server
Enterprise
uCosminexus Application Server
Standard
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このマニュアルでの表記

正

式

名

称

uCosminexus Service Platform
HNTRLib

Hitachi Network Objectplaza Trace
Library

HNTRLib2

Hitachi Network Objectplaza Trace
Library 2

HP-UX

HP-UX (IPF)

HP-UX 11i V2(IPF)
HP-UX 11i V3(IPF)

HP-UX (PA-RISC)

HP-UX 11i V2(PA-RISC)

Microsoft Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

Windows Internet Explorer

Windows(R) Internet Explorer(R)

IIS

Internet Information Services

Microsoft(R) Internet Information
Services 5.01 以降

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - Advanced
Manager

JP1/Automatic Job Management System 2
- Advanced Manager

JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2
- Agent

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2
- Manager

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2
- View

IE

JP1/AJS2 - Scenario Operation View

JP1/Automatic Job Management System 2
- Scenario Operation View

JP1/Cm2/ESA

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent
JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent for
Extension Mib Runtime

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/SNMP System Observer

JP1/SSO

JP1/Distributed Server System Observer
JP1/Server System Observer

JP1/PFM/SSO

JP1/Performance Management/
Distributed SNMP System Observer
JP1/Performance Management/SNMP
System Observer

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP
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このマニュアルでの表記
JP1/Integrated
Management または
JP1/IM

正

式

名

称

バージョン 6 製品
JP1/IM - Central Console
または JP1/IM - CC

JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - Central Console 5
Node
または JP1/IM - CC 5 Node

JP1/Integrated Manager - Central Console
5 Node

JP1/IM - Central Console 10
Node
または JP1/IM - CC 10 Node

JP1/Integrated Manager - Central Console
10 Node

JP1/IM - Central Console 10
Node アップグレード
または JP1/IM - CC 10 Node
アップグレード

JP1/Integrated Manager - Central Console
10 Node アップグレード

JP1/IM - Console View
または JP1/IM - View

JP1/Integrated Manager - Console View

JP1/IM - Satellite Console
または JP1/IM - SC

JP1/Integrated Manager - Satellite
Console

バージョン 7 製品
JP1/IM - Central Console
または JP1/IM - CC

JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - Central Console 10
Node
または JP1/IM - CC 10 Node

JP1/Integrated Manager - Central Console
10 Node

JP1/IM - Central Console アッ
プグレード
または JP1/IM - CC アップグ
レード

JP1/Integrated Manager - Central Console
アップグレード

JP1/IM - Central Information
Master
または JP1/IM - CM

JP1/Integrated Manager - Central
Information Master

JP1/IM - Central Scope
または JP1/IM - CS

JP1/Integrated Manager - Central Scope

JP1/IM - Incident Master
または JP1/IM - IDM

JP1/Integrated Manager - Incident Master

JP1/IM - TELstaff

JP1/Integrated Manager - TELstaff
JP1/Integrated Manager - TELstaff Alarm
View

JP1/IM - View

JP1/Integrated Manager - View

バージョン 8 製品
JP1/IM - Central Information
Master
または JP1/IM - CM ※

IV
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Information Master
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このマニュアルでの表記
JP1/IM - Incident Master

正

式

名

称

または JP1/IM - IDM ※

JP1/Integrated Management - Incident
Master

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - Rule Operation

JP1/Integrated Management - Rule
Operation

または JP1/IM - RL ※
JP1/IM - Service Support
または JP1/IM - SS ※

JP1/Integrated Management - Service
Support

JP1/IM - TELstaff ※

JP1/Integrated Management - TELstaff
JP1/Integrated Management - TELstaff
Alarm View

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/IPRM

JP1/IP Resource Management Server

JP1/NetInsight II - Facility Manager

JP1/NetInsight II(R) - Facility Manager
JP1/NetInsight II(R) - Facility Manager
Standard
JP1/NetInsight II(R) - Facility Manager
Upgrade License

JP1/NPS
JP1/PAM

JP1/Network Printing System
JP1/PA - Adaptor

JP1/Performance Analysis - Adaptor
JP1/Performance Management - Analysis
Adaptor

JP1/PA - Manager

JP1/Performance Analysis - Manager
JP1/Performance Management - Analysis
Manager

JP1/PA - View

JP1/Performance Analysis - View
JP1/Performance Management - Analysis
View

JP1/PFM

JP1/PFM - Agent

JP1/Performance Management - Agent for
Platform などのエージェント製品群

JP1/PFM - Manager

JP1/Performance Management - Manager

JP1/PFM - View

JP1/Performance Management - View

JP1/PFM - Web Console

JP1/Performance Management - Web
Console

JP1/PFM/SSO for Application Server

JP1/Performance Management/SNMP
System Observer for Application Server

JP1/SES

JP1/System Event Service

JP1/ServerConductor

JP1/ServerConductor

JP1/ServerConductor/Advanced Agent
JP1/ServerConductor/Agent
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このマニュアルでの表記

正

式

名

称

JP1/ServerConductor/Blade Server
Manager
JP1/ServerConductor/Blade Server
Manager Plus
JP1/ServerConductor/Server Manager
ServerConductor

ServerConductor/Advanced Agent
ServerConductor/Agent
ServerConductor/Blade Server Manager
ServerConductor/Server Manager

System Manager

System Manager - Advanced Agent
System Manager - Management Console
System Manager - Server Agent
System Manager - Server Agent for
HP-UX

Linux

NNM

Linux AS 4 (AMD64 & Intel
EM64T)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 &
Intel EM64T)

Linux AS 4 (IPF)
または Linux (IPF)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF)

Linux AS 4 (x86)

Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)

Linux ES 4 (AMD64 & Intel
EM64T)

Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 &
Intel EM64T)

Linux ES 4 (x86)

Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)

Linux AP 5 (AMD64 & Intel
EM64T)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced
Platform (AMD64 & Intel EM64T)

Linux AP 5 (IPF)

Red Hat Enterprise Linux Advanced
Platform (IPF)

Linux AP 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux Advanced
Platform (x86)

Linux 5 (AMD64 & Intel
EM64T)

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD64 &
Intel EM64T)

Linux 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)

HP OpenView NNM

hp OpenView network node manager
hp OpenView network node manager
Starter Edition

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter
Edition 250
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter
Edition Enterprise

Solaris

VI

Solaris 9

はじめに

このマニュアルでの表記

正

式

名

称

Solaris 10
Windows 2000

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced
Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000
Professional Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server
Operating System

Windows Server 2003

Windows Server 2003

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

Windows Server 2003(IPF)

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

Windows Server 2003(x64)

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

Windows Server 2003 R2

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

Windows Server 2003 R2(x64)

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

Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008
Standard

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP Professional

注※

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
Operating System

JP1/IM - Central Information Master，JP1/IM - Incident Master，JP1/IM - Rule

Operation，JP1/IM - Service Support，および JP1/IM - TELstaff については，このマニュアルで
説明する JP1/IM - Manager，JP1/IM - View に関連する機能概要だけ説明しています。

• Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，Windows Server 2008，
Windows Vista を総称して Windows と表記することがあります。
• HP-UX，Solaris，AIX，および Linux を総称して UNIX と表記することがあります。
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■このマニュアルで使用する英略語
このマニュアルで使用する英略語を次に示します。
英略語

正式名称

AMD

Advanced Micro Devices

ASCII

American Standard Code for Information
Interchange

CMT

Container-Managed Transaction

CRLF

Carriage Return/Line Feed

CSV

Comma Separated Value

DB

Database

DBMS

Database Management System

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GMT

Greenwich Mean Time

GUI

Graphical User Interface

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

HyperText Transfer Protocol

IP

Internet Protocol

IPF

Itanium(R) Processor Family

ISAM

Indexed Sequential Access Method

J2EE

JavaTM2 Platform Enterprise Edition

Java VM

JavaTM Virtual Machine

JDBC

Java DataBase Connectivity

JIS

Japanese Industrial Standards

LAN

Local Area Network

NAT

Network Address Translator

NIC

Network Interface Card

NTP

Network Time Protocol

OTS

Object Transaction Service

POSIX

Portable Operating System Interface for UNIX

SFO

Session Fail Over

SNMP

Simple Network Management Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TXT

Text

UCS

Universal Multiple-Octet Coded Character Set

UNC

Universal Naming Convention
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英略語

正式名称

URL

Uniform Resource Locator

UTC

Universal Time Coordinated

UTF

UCS Transformation Format

WAN

Wide Area Network

WWW

World Wide Web

■バージョン 8 での製品体系変更について
バージョン 8 では，JP1/IM の製品体系に次の変更がありました。
• JP1/IM - Central Console，JP1/IM - Central Scope が統合されて JP1/IM - Manager になり
ました。
• JP1/IM - Central Console 10 Node が廃止されました。
• JP1/IM - Central Console アップグレードが廃止されました。
• JP1/IM - Rule Operation が追加されました。詳細については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Rule Operation システム構築・運用ガイド」を参照してください。

■このマニュアルで使用する記号
このマニュアルで使用する記号を次に示します。
記号
［

］

意味
メニュー項目，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタンなどを示す。
例
［ファイル］−［新規作成］を選択する。
上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規
作成］を選択することを示す。

■コマンドの文法で使用する記号
コマンドとパラメーターの説明で使用する記号を，次のように定義します。
記号
｜
( ストローク )
｛

[

｝

]

意味
複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。
例
「A ｜ B ｜ C」は，
「A，B または C」を示す。
この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず 1 組の項目を選択する。項目の区
切りは | で示す。
例
｛A ｜ B ｜ C｝は「A，B または C のどれかを指定する」ことを示す。
この記号で囲まれている項目は任意に指定できる ( 省略してもよい )。
複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択す
る。
例
[A] は「何も指定しない」か「A を指定する」ことを示す。
[B | C] は「何も指定しない」か「B または C を指定する」ことを示す。
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記号
…または ...

意味
この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個，指定できる。
例
「A，B，…」は「A の後に B を必要個数指定する」ことを示す。

＿
( 下線 )

△

括弧内のすべてを省略したときに，システムがとる標準値を示す。標準値がない場合
は，指定した項目だけが有効である。
例
[A | B] はこの項目を指定しなかった場合に，A を選択したとみなすことを示す。
空白を表す。
△ 0：0 個以上の空白（空白を省略できる）
△ 1：1 個以上の空白（空白を省略できない）

■図中で使用する記号
このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

■ Windows 版 JP1/IM，JP1/Base のインストール先フォルダの表記
このマニュアルでは，Windows 版 JP1/IM，JP1/Base のインストール先フォルダを次のように
表記しています。

X

はじめに

製品名

デフォルトインストール先フォルダ※

インストール先
フォルダの表記

JP1/IM - View

View パス

システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1CoView

JP1/IM Manager

Manager パス

システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1IMM

Console パス

システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons

Scope パス

システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1Scope

Base パス

システムドライブ :¥Program Files¥HITACHI¥JP1Base

JP1/Base

注※

各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。

Windows Vista，Windows Server 2008 の場合，
「システムドライブ :¥ProgramData」と表記
している部分は，インストール時の OS 環境変数によって決定されるため，環境によって異なる
場合があります。

■このマニュアルで使用する「Administrators 権限」について
このマニュアルで表記している「Administrators 権限」とは，ローカル PC に対する
Administrators 権限です。ローカル PC に対して Administrators 権限を持つユーザーであれ
ば，ローカルユーザー，ドメインユーザーおよび，Active Directory 環境で動作に違いはありま
せん。

■オンラインマニュアルについて
JP1/IM では，WWW ブラウザーで参照できる HTML マニュアルを提供しています。HTML マ
ニュアルは，下記 WWW ブラウザーで参照できます。
• Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
• Windows Internet Explorer 7 以降
オンラインマニュアルの内容は，このマニュアルと同様です。
オンラインマニュアルは，次の操作で目次が表示されます。
• JP1/IM - View：
［ヘルプ］−［目次］を選択する。または，スタートメニューから［プログラ
ム］−［JP1_Integrated Management - View］−［ヘルプ］を選択する。
注意事項
• スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OS の設定によってすでに表示
されているブラウザーの画面上に HTML マニュアルが表示されることがあります。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について
は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
個所（かしょ）
矩形（くけい）
罫線（けいせん）
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桁（けた）
閾値（しきいち）
進捗（しんちょく）
橙（だいだい）
伝播（でんぱ）
同梱（どうこん）
貼り付け（はりつけ）
汎用（はんよう）
必須（ひっす）

■ KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト）
，1TB（テラバイト）はそれぞれ
1,024 バイト，1,0242 バイト，1,0243 バイト，1,0244 バイトです。
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画面
1.1

画面遷移

2

1.2 ［ログイン］画面

5

1.3 ［イベントコンソール］画面

7

1.3.1 ［イベント監視］ページ

18

1.3.2 ［重要イベント］ページ

19

1.3.3 ［イベント検索］ページ

21

1.3.4 ［統合機能メニュー］画面

23

1.3.5 ［イベント詳細］画面

24

1.3.6 ［関連イベント一覧（集約）］画面

28

1.3.7 ［関連イベント一覧（相関）］画面

31

1.3.8 ［重要イベント定義］画面

35

1.3.9 ［システム環境設定］画面

40

1.3.10 ［イベント取得条件設定］画面

44

1.3.11 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）

50

1.3.12 ［イベント取得条件一覧］画面

51

1.3.13 ［共通除外条件設定］画面

55

1.3.14 ［ユーザー環境設定］画面

59

1.3.15 ［イベント検索条件設定］画面

63

1.3.16 ［固有の拡張属性条件設定］画面

70

1.3.17 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面

71

1.3.18 ［表示フィルター設定］画面

71

1.3.19 ［表示フィルター一覧］画面

77

1.3.20 ［ユーザーフィルター設定］画面

79

1.3.21 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面

80

1.3.22 ［アクション設定］画面

86
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89

1.3.24 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）
］画面

95

1.3.25 ［拡張属性編集］画面

96

1.3.26 ［アクション結果］画面

97

1.3.27 ［アクション結果詳細］画面

100

1.3.28 ［アクション結果一覧］画面

104

1.3.29 ［アクション結果更新条件設定］画面

109

1.3.30 ［コマンド実行］画面

112

i

目次

1.3.31 ［イベント情報マッピング定義］画面

115

1.3.32 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面

116

1.4 ［監視ツリー］画面
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118

1.4.1 ［ビジュアル監視画面を開く］画面

126

1.4.2 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

126

1.4.3 ［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面

127

1.4.4 ［ビジュアル監視］画面（監視用）

130
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133
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134
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146
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149
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150
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154

1.4.15 ［新規監視ノード作成］画面

160

1.4.16 ［基本情報設定］画面

161

1.4.17 ［自動生成−構成選択］画面

162

1.4.18 ［ログインユーザー一覧］画面
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画面操作上の注意事項

164

コマンド

167

コマンド一覧

168

jbsrt_del

174

jbsrt_distrib

175

jbsrt_get

177

jbsrt_sync

179

jcacancel

180

jcachange

184

jcamakea

186

jcashowa

188
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195

jco_killall.cluster（UNIX 限定）

197

jco_spmd_reload

199
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jco_spmd_status

201

jco_start（UNIX 限定）

203

jco_start.cluster（UNIX 限定）

204

jco_stop（UNIX 限定）

206

jco_stop.cluster（UNIX 限定）

207

jcochafmode

208
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211
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213
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216
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219
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221
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230
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232
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235
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238
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241
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243

jcoegsstart

245
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247

jcoegsstop

252

jcogencore

254

jcohctest

258

jcoimdef

260

jcothreaddmp（Windows 限定）

266

jcoview（Windows 限定）

268

jcoview_log.bat（Windows 限定）

272

jcschstat

276

jcsdbexport

279

jcsdbimport

282

jcsdbsetup

285

jcshostsexport

287

jcshostsimport

289

jim_log.bat（Windows 限定）

291
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画面
この章では，JP1/IM - View の表示項目，および定義項目につ
いて説明します。
なお，異なるバージョンの JP1/IM - View と JP1/IM Manager を接続した場合や，JP1/IM - View と JP1/IM Central Console を接続した場合，画面の表示項目が本文と異
なったり，表示項目が非活性となったりする場合があります。
画面差異の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 付録 H
下位バージョンとの接続性」を参照してください。また，
WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合，一部使
用できない画面があります。機能差異については，本文中に記
載しています。

1.1 画面遷移
1.2 ［ログイン］画面
1.3 ［イベントコンソール］画面
1.4 ［監視ツリー］画面
1.5 画面操作上の注意事項
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1.1 画面遷移
JP1/IM - View の画面遷移を次に示します。
図 1-1 ［イベントコンソール］画面の画面遷移

2

1. 画面

図 1-2 ［監視ツリー］画面の画面遷移

3

1. 画面

図 1-3 ［監視ツリー ( 編集中 )］画面の画面遷移
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1.2 ［ログイン］画面
JP1/IM - View の起動時に最初に出てくる画面が［ログイン］画面です。この画面を使っ
て，JP1/IM - Manager にログインします。JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）にログインし，ユーザーが認証されると［イベントコンソール］画面が表示さ
れます。JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）にログインし，ユーザーが認証
されると［監視ツリー］画面が表示されます。
図 1-4 ［ログイン］画面

表示項目を次に示します。
［ユーザー名］
ログインするユーザー名を入力します。ユーザー名は，あらかじめ認証サーバの
JP1/Base で登録しておく必要があります。また，登録する際には JP1/IM の画面操
作をするための操作権限を与える必要があります。ログインユーザーの登録，操作
権限については下記マニュアルを参照してください。
• ログインユーザーの登録
参照先：マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理機能の設定の章
• ログインユーザーの操作権限
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運
用ガイド

付録 E 操作権限一覧」

ユーザー名には，小文字だけを入力できます。大文字を入力した場合も小文字とし
て認証されます。
［パスワード］
ユーザー名に対応するパスワードを入力します。
パスワードは，大文字・小文字を区別します。
［接続ホスト名］

5

1. 画面

接続する JP1/IM - Manager のホスト名を入力します。接続ホスト名には，ビュー
アーホストで定義されているホスト名，または IP アドレスをドット表記（例：
100.100.1.1）で指定します。
WWW ブラウザーからログインする場合は，URL で指定したホスト名が表示されま
す。変更はできません。
［セントラルコンソール］
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）に接続し，［イベントコンソール］
画面を表示する場合に選択します。
［セントラルスコープ］
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）に接続し，［監視ツリー］画面を表示
する場合に選択します。WWW ブラウザーからログインする場合は，選択できませ
ん。
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1.3 ［イベントコンソール］画面
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）にログインすると，［イベントコンソー
ル］画面が表示されます。
［イベントコンソール］画面は，JP1 イベントを監視するための画面です。また，コマン
ド実行などの操作画面も［イベントコンソール］画面から呼び出すことができます。
［イベントコンソール］画面には，［イベント監視］
，［重要イベント］
，および［イベント
検索］の 3 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。
［イベ
ント監視］ページについては，
「1.3.1 ［イベント監視］ページ」，
［重要イベント］ペー
ジについては，「1.3.2 ［重要イベント］ページ」，
［イベント検索］ページについては，
「1.3.3 ［イベント検索］ページ」を参照してください。
ここでは，［イベントコンソール］画面および各ページに共通する項目を説明します。
（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 23.5.2 ［イベントコンソー
ル］画面」を参照してください。
［イベントコンソール］画面の表示例を次に示します。なお，ログインしている JP1/IM Manager（JP1/IM - Central Console）のバージョンによっては，非活性であったり，非
表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

付録 H 下位バー

ジョンとの接続性」を参照してください。
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図 1-5 ［イベントコンソール］画面の表示例

表示項目を次に示します。
アラームランプ
［重要イベント］ページに，対処済でない重要イベントがあるかどうかを表します。
対処済でない重要イベントがあるときは赤で，ないときは青で表示されます。
［重要イベント］ページに表示されている重要イベントをすべて対処済にするか，削
除した場合は，アラームランプが青に戻ります。
ツールバー
［イベントコンソール］画面でよく使う機能をボタンにしています。
［イベント詳細表示］ボタン
［イベント詳細表示］画面を表示します。選択した JP1 イベントの詳細な属性
情報を表示します。
［モニター起動］ボタン
選択した JP1 イベントを通知したアプリケーションの画面を表示します。
WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
［コマンド実行］ボタン
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コマンドを実行したいときに使用します。クリックすると，
［コマンド実行］画
面が表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
［最新情報に更新］ボタン
イベント一覧の表示を最新の情報に更新します。
［自動アクション実行結果表示］ボタン
選択されている JP1 イベントに自動アクションが設定されている場合，自動ア
クションの実行結果を［アクション結果］画面に表示します。
［統合機能メニュー起動］ボタン
［統合機能メニュー］画面を表示します。WWW ページ版の JP1/IM - View を使
用している場合は使用できません。
［セントラルスコープ起動］ボタン
［監視ツリー］画面を表示します。WWW ページ版の JP1/IM - View を使用して
いる場合は使用できません。
なお，jcoimdef コマンドの -s オプションの指定が「OFF」の場合，JP1/IM Manager を起動したあと，接続中の JP1/IM - View を再起動すると，このボタ
ンは非活性となります。jcoimdef コマンドの詳細については，
「jcoimdef」
（2. コマンド）を参照してください。
［ヘルプ］ボタン
オンラインマニュアルを表示します。
イベント一覧
イベント一覧の左端の列は，そのイベントへの対処状況（対処済，未対処，処理中，
保留）を示します。この列には，対処状況ごとに次の対処状況マークが表示されま
す。
表 1-1 対処状況と対処状況マーク
対処状況

対処状況マーク

対処済
処理中
保留
未対処
異なる対処状況※

注※

（無印）
!

繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合で，集約イベントの対処状況と，繰り

返しイベントの対処状況が異なる状況を指します。
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また，各ページで設定できる対処状況の種類および他ページへの設定反映契機が異なり
ます。各ページでの違いを次の表に示します。
表 1-2 対処状況の設定に関連する各ページでの違い
ページ名

対処状況の種類

１回に設定でき
るイベント数

他ページへ
の設定反映
契機※ 2

［イベント監視］
［重要イベント］

対処済・処理中・保留・未対処

複数

自動更新

対処済・処理中・保留・未対処・削除※

複数

自動更新

対処済・処理中・保留・未対処

複数

再検索実行
後

1

［イベント検索］

注※ 1 ［重要イベント］ページで「削除」を設定すると，その JP1 イベントは［重要イベント］
ページ上で非表示となります。イベント DB からは削除されていないため，［重要イベント］ページ
で削除したイベントが他のページでは表示されることがあり，対処状況を設定できます。
注※ 2

各ページで対処状況が設定されると，
［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ペー

ジでは，対処状況の反映時期は自動更新によって画面更新されたとき（
［ユーザー環境設定］画面−
［表示内容の自動更新］で「する」にチェックしている場合）
，メニューの［表示］−［最新情報に
更新］を選択したとき，または［最新情報に更新］ボタンを押したときとなります。
［イベント検
索］ページでは，最新情報を取得するために，再度検索を実行する必要があります。
備考
［関連イベント一覧］画面からも対処状況を設定できます。設定できる対処状況の種類および表示
は，呼び出されたページと同様の内容となります。
• ［イベント監視］ページから呼び出された場合は［イベント監視］ページと同様
• ［重要イベント］ページから呼び出された場合は［重要イベント］ページと同様
• ［イベント検索］ページから呼び出された場合は［イベント検索］ページと同様

イベント一覧の［重大度］欄は，そのイベントの重大度（緊急，警戒，致命的，エラー，
警告，通知，情報，デバッグ）を示します。この列には，そのイベントの重大度の種類
を示す文字と，それに対応したマークが表示されます。
また，［イベント監視］ページおよび［イベント検索］ページのイベント一覧に表示され
る緊急，警戒，致命的，エラー，警告のイベントについては，［ユーザー環境設定］画面
で［カラーリング］をチェックすることによって，それらのイベントの行に次の色の背
景色を付けることもできます。
表 1-3 重大度，重大度を示すマークおよび背景色
重大度
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重大度を示すマーク

背景色

緊急

赤

警戒

赤

致命的

赤

エラー

橙

1. 画面

重大度

重大度を示すマーク

背景色

警告

黄

通知

なし

情報

なし

デバッグ

なし

なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，
［イベント詳細］画面では［発行元イベント
サーバ名］と表示されます。
また，イベントのメッセージに改行コードが含まれている場合は，改行コードが無視さ
れた状態でイベント一覧に表示されます。
繰り返しイベントの集約表示機能が有効な場合
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ペー
ジでは，次のように集約表示されます。
図 1-6 繰り返しイベントの集約表示例

繰り返しイベントの集約表示では，次の項目が表示されます。
［集約状態］
［集約状態］に繰り返し回数が表示されます。繰り返し回数とは，集約イベント
数と繰り返しイベントの総数のことです。非集約イベントの場合は，何も表示
されません。
• 集約完了イベントの場合
繰り返し回数が表示されます。表示される繰り返し回数は，1 〜 100 です。

• 集約中イベントの場合
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繰り返し回数および集約中であることを示す「+」が表示されます。
繰り返し回数が 1 回（集約開始イベントだけ）の場合は「1+」
，繰り返し回数
が 2 回（集約開始イベントと繰り返しイベント 1 件）の場合は「2+」のよう
に，「1+」〜「99+」の範囲で表示されます。なお，
［重要イベント］ページ
では，集約開始イベントが削除済み状態で，繰り返しイベントがない場合，
「0+」と表示されます。

［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページで，集約開始イベントを
削除した場合，そのイベントは削除済み状態となり，繰り返し回数の右横に
「削除」が表示されます。

その後，イベントの集約が完了して，削除済み状態の非集約イベントになった
場合，［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに表示されなくな
ります。
対処状態表示
左端の列に JP1 イベントへの対処状況を示す対処状況マークが表示されます。
対処状況マークの種類および内容は，［イベントコンソール］画面の［イベント
監視］ページおよび［重要イベント］ページに表示される対処状況マークと同
じです。
集約イベントと繰り返しイベントの対処状況が異なる場合，対処状況表示に
「!」が表示されます。

［アクション］
自動アクションの抑止機能を使用している場合，
［イベントコンソール］画面にアク
ション抑止の状態を示すマークが表示されます。
表 1-4 アクション抑止の状態
アクション抑止の状態

説明
抑止されなかったアクション
抑止されたアクション
一部抑止されたアクション

集約イベントと繰り返しイベントのアクション状況が異なる場合，アクション表示
に「!」が表示されます。
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［種別］
相関イベントを示すマークが表示されます。
表 1-5 種別
種別

説明
相関イベントであることを示す

なお，［種別］はデフォルトでは表示されません。
［種別］を表示させるには［ユー
ザー環境設定］画面で設定してください。
［アクション種別］
アクション種別を示すマークが表示されます。
表 1-6 アクション種別
アクション種別

説明
コマンドを実行する
JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知する

なお，［アクション種別］はデフォルトでは表示されません。
［アクション種別］を
表示させるには［ユーザー環境設定］画面で設定してください。
［イベント監視］タブ
［イベント監視］タブを選択すると，
［イベント監視］ページに切り替わります。
［イベントコンソール］画面を最初に表示したときに表示されます。受信した JP1 イ
ベントが表示されます。
［重要イベント］タブ
［重要イベント］タブを選択すると，重要イベントだけを表示する［重要イベント］
ページに切り替わります。
［イベント検索］タブ
［イベント検索］タブを選択すると，JP1 イベントの検索結果を表示する［イベント
検索］ページに切り替わります。イベントを検索するには，［表示］−［イベント検
索］を選択します。

次に，［イベントコンソール］画面のメニュー項目を説明します。
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表 1-7 ［イベントコンソール］画面のメニュー項目
メニュー
ファイル

コマンド

機能

表示イベントを保
存

表示されているイベント一覧を，CSV 形式のファイルに保存しま
す。
このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できま
せん。

セントラルスコー
プ起動

［監視ツリー］画面を起動します。
［監視ツリー］画面の起動時，JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）にログイン中のユーザーでログインします。こ
のとき，
［ログイン］画面は表示されません。
同一プロセスで［監視ツリー］画面が表示中の場合は，
［監視ツ
リー］画面が最前面に表示されます。
このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できま
せん。
なお，jcoimdef コマンドの -s オプションの指定が「OFF」の場
合，JP1/IM - Manager を起動したあと，接続中の JP1/IM - View
を再起動すると，このメニューは非活性となります。jcoimdef コ
マンドの詳細については，
「jcoimdef」（2. コマンド）を参照し
てください。

閉じる

［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］
，または
ボタンを使って［監視ツリー］画面を表示している場合
は，次のように動作します。
• ［監視ツリー］画面が最前面に表示されます。
• ［イベントコンソール］画面が非表示になります。
• ［コマンド実行］画面，
［アクション結果一覧］画面，
［イベント
詳細］画面，
［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，
それらの画面が閉じます。
• ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面は
表示されたままになります。
• プロファイルを保存します。
［ファイル］メニューの［セントラルスコープ起動］
，または
ボタンを使って［監視ツリー］画面を表示していない場
合は，次のように動作します。
• 「KAVB0122-I このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）し
ます。よろしいですか？」のダイアログが表示され，
［はい］を
クリックすると，ログアウトします。
• ［コマンド実行］画面，
［アクション結果一覧］画面，
［イベント
詳細］画面，
［関連イベント一覧］画面が表示されている場合は，
それらの画面が閉じます。
• ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は閉
じます。
• プロファイルを保存します。

終了（ログアウ
ト）
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接続中の JP1/IM - Manager からログアウトし，表示中の画面を終
了します。
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メニュー
編集

コマンド
コピー

機能
表示されているイベント一覧で選択した部分を，クリップボードに
コピーします。
なお，このメニューはクリップボードにコピーする機能が無効な場
合，表示されません※ 1。
また，このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用
できません。

すべて選択
表示

表示されているイベント一覧のすべての行を選択状態にします。

表示フィルター一
覧

［表示フィルター一覧］画面を表示します。
このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使
用できます。

表示フィルター編
集

［表示フィルター設定］画面を表示します。
イベントの表示条件を定義できます。
このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使
用できます。

表示フィルターの
適用

表示フィルターの有効と無効を切り替えます。
このメニューは，［イベント監視］ページを表示しているときに使
用できます。

イベント検索

［イベント検索］ページを表示します。
条件を指定して JP1 イベントを検索できます。

次イベント検索

検索条件に一致する JP1 イベントが多く，検索結果が 1 回で取得
しきれなかった場合に，次の検索結果を表示します。
［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが 1 件も表示さ
れていない場合，および「4.2 JP1/IM が出力する JP1 イベント」
で示す JP1/IM が出力する JP1 イベントが，イベント一覧の先頭ま
たは最後に表示されている場合は，このメニューを使用できませ
ん。

検索キャンセル

JP1 イベントの検索をキャンセルします。

自動アクション結
果一覧表示

［アクション結果一覧］画面を表示します。
ログインしている JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）
で設定した自動アクションの実行結果の一覧が表示されます。

イベント詳細表示

［イベント詳細］画面を表示します。
選択した JP1 イベントの詳細な属性情報が表示されます。

関連イベント一覧
表示

［関連イベント一覧］画面を表示します。
なお，このメニューを選択できるのは次の場合だけです。
• 集約イベントを選択している場合
［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つ
だけ選択した集約イベントの繰り返しイベント一覧が表示されま
す。
• 相関イベントを選択している場合
［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ページまたは［イベン
ト検索］ページで，一つだけ選択した相関イベントの相関元イベ
ント一覧が表示されます。
• 集約されている相関イベントを選択している場合
［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ページで，一つ
だけ選択した集約イベントの繰り返しイベント（相関イベント）
一覧が表示されます。
この場合，一覧表示された相関イベントを選択して，ポップアッ
プメニューから相関元イベント一覧を表示できます。
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メニュー

コマンド
モニター起動

自動アクション実
行結果表示
インシデント登録

機能
選択した JP1 イベントを通知したプログラムの情報を操作する画
面を表示します。
このメニューは WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できま
せん。
［アクション結果］画面を表示します。
選択した JP1 イベントに自動アクションが定義されている場合，
自動アクションの実行結果が表示されます。
JP1/IM - Incident Master の［インシデントの登録］画面を表示し
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
なお，このメニューは，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）で設定をしていない場合，表示されません※ 2。
また，このメニューは，次の条件の場合，非活性となります。
• 各ページのイベント一覧に表示されている JP1 イベントを選択
していない。
• JP1/IM - View で接続している JP1/IM - Manager ホスト外のホ
ストに対しイベント検索を実行し，その結果として［イベント検
索］ページに表示された JP1 イベントを選択したとき。
• JP1_Console_User 権限しか持たない JP1 ユーザー，またはどの
権限も持たない JP1 ユーザーで JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）に接続しているとき。

対処済

選択したイベントの対処状況を「対処済」に変更します。
このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に
「
」が表示されます。
このメニューは，［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ペー
ジ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用でき
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

未対処

処理中

選択したイベントの対処状況を「未対処」に変更します。
このメニューは，［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ペー
ジ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用でき
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
選択したイベントの対処状況を「処理中」に変更します。
このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に
「
」が表示されます。
このメニューは，［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ペー
ジ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用でき
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
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メニュー

コマンド
保留

機能
選択したイベントの対処状況を「保留」に変更します。
このメニューを実行すると，選択したイベントの先頭の列に
「
」が表示されます。
このメニューは，［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ペー
ジ，および［イベント検索］ページを表示しているときに使用でき
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

オプション

削除

［重要イベント］ページで選択した重要イベントを画面から削除し
ます。重要イベントの対処状況にかかわらず，削除できます。
このメニューによる削除は，画面上からの削除で，イベント DB か
らは削除されません。
このメニューは，［重要イベント］ページを表示しているときだけ
使用できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。

自動スクロール

［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページのイベント
一覧を自動的にスクロールさせるかどうかを切り替えます。
自動スクロールをする設定のときは，新しい JP1 イベントを受信
すると，自動的にイベント一覧の最終行にスクロールします。

最新情報に更新

［イベントコンソール］画面の表示内容が最新の情報に更新されま
す。

システム環境設定

［システム環境設定］画面を表示します。
システム環境を設定できます。
イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズなど，JP1/
IM の基本動作の設定を変更できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが
使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。

ユーザー環境設定

［ユーザー環境設定］画面を表示します。
ユーザー環境を設定できます。イベント監視時の自動更新の設定，
およびイベント一覧に表示する項目の設定を変更できます。

ユーザーフィル
ター設定

［ユーザーフィルター設定］画面を表示します。
ユーザーフィルターを設定できます。
このメニューは JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使
用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用でき
ません。

重要イベント定義

［重要イベント定義］画面を表示します。
重要イベントとして扱う JP1 イベントの条件を定義できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが
使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。

イベント情報マッ
ピング定義

［イベント情報マッピング定義］画面を表示します。
イベント一覧の表示項目と固有の拡張属性とをマッピング定義でき
ます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが
使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。
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メニュー

ヘルプ

注※ 1

コマンド

機能

自動アクション設
定

［アクション設定］画面を表示します。
自動アクションを設定できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが
使用できます。また，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。

機能状態通知復帰

自動アクションの遅延監視中および状態監視中に発生した通知抑止
状態を解除します。
通知抑止状態を解除する項目を，
［アクション遅延監視］または
［アクション状態監視］から選択してください。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
なお，次の場合は非活性です。
• 通知対象の機能ではない場合
• 通知機能を一度も実施していない場合

コマンド実行

［コマンド実行］画面を表示します。
監視対象ホストでコマンドを実行できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限を持つユーザーが使用できます。
このメニューは，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している
場合には，使用できません。

統合機能メニュー
起動

［統合機能メニュー］画面を表示します。
このメニューは，WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している
場合には，使用できません。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。
WWW ページ版の JP1/IM - View では，JP1/IM - Manager のバー
ジョン情報を表示します。

このメニューは，IM-View 設定ファイル（tuning.conf）でクリップボードにコピーする

機能を有効にした場合に表示されます。詳細は，「IM-View 設定ファイル（tuning.conf）
」（3.
定義ファイル）を参照してください。
注※ 2

このメニューは，接続先の JP1/IM - Manager で JP1/IM - Incident Master 連携用の設定

（JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定）をした場合に表示されます。詳細は，以下を参照し
てください。
JP1/IM - Incident Master の画面呼び出し設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
15.1（4）JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定」
関連定義ファイル
参照先：
「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）
」（3.

定義ファイル）

1.3.1 ［イベント監視］ページ
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページには，受信した JP1 イベントの一
覧が表示されます。［イベント監視］ページを次に示します。
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図 1-7 ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ）

表示項目を次に示します。
［表示フィルター編集］
表示する JP1 イベントの条件を定義する表示フィルターを設定します。ボタンをク
リックすると，［表示フィルター設定］画面が表示されます。
［フィルター名］リストボックス
どの表示フィルターに基づいて JP1 イベントを一覧表示するか，リストボックスか
ら選択します。
［表示フィルター］
［フィルター名］リストボックスで選択した表示フィルターを有効にするかどうかを
設定します。チェックボックスをチェックすると，表示フィルターが有効になり，
条件に基づいた JP1 イベントが一覧表示されます。
イベント一覧
JP1 イベントを表示します。新しい JP1 イベントほど下に表示されます。イベント
一覧に表示される JP1 イベントは，ログインしている JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）に転送された JP1 イベントです。
イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，
最大 2,000 件です。WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。

1.3.2 ［重要イベント］ページ
［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページのイベント一覧には，重要イベン
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トだけが表示されます。［重要イベント］ページを次に示します。
図 1-8 ［イベントコンソール］画面（
［重要イベント］ページ）

表示項目を次に示します。
［

対処済］
選択した重要イベントの対処状況を「対処済」に変更します。このボタンをクリッ
クすると，選択した重要イベントの先頭に「
」が表示されます。
このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持
つユーザーが使用できます。

［未対処］
選択した重要イベントの対処状況を「未対処」に変更します。
このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持
つユーザーが使用できます。
［

処理中］
選択した重要イベントの対処状況を「処理中」に変更します。このボタンをクリッ
クすると，選択した重要イベントの先頭に「

」が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持
つユーザーが使用できます。
［

保留］
選択した重要イベントの対処状況を「保留」に変更します。このボタンをクリック
すると，選択した重要イベントの先頭に「

」が表示されます。

このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持
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つユーザーが使用できます。
［削除］
選択した重要イベントを画面上から削除します。対処状況にかかわらず削除できま
す。
このボタンによる削除は，［重要イベント］ページからの削除であり，
［イベント監
視］ページ，［イベント検索］ページおよびイベント DB からは削除されません。
このボタンは，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限を持
つユーザーが使用できます。
イベント一覧
［重要イベント］ページのイベント一覧には，
［イベント監視］ページに表示されて
いる JP1 イベントのうち，重要イベントだけが表示されます。
なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベ
ントサーバ名］と表示されます。
一度に対処状況を変更できるイベント件数は，最大 2,000 件です。WWW ページ版
の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。

1.3.3 ［イベント検索］ページ
［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページには，［イベント検索条件設定］
画面で JP1 イベントを検索したときの検索結果が表示されます。検索結果は，検索条件
と一致するイベントが検索された時点で順次，表示されます。また，検索の途中で検索
処理をキャンセルできます。
［イベント検索］ページを次に示します。
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図 1-9 ［イベントコンソール］画面（
［イベント検索］ページ）

表示項目を次に示します。
［イベント検索］
JP1 イベントを検索する条件を設定します。
［検索キャンセル］
JP1 イベントの検索をキャンセルします。
［次イベント検索］
検索条件に一致する JP1 イベントが多く，検索結果が 1 回で取得しきれなかった場
合に，次の検索結果を表示します。
次の場合には，このボタンを使用できません。
• ［イベント検索］ページのイベント一覧にイベントが 1 件も表示されていない場合
• イベント検索でエラーが発生し，次に示すイベント ID の JP1 イベントがイベン
ト一覧の先頭または最後に表示されている場合
3F03，3F04，3F05，3F06
• イベント検索をキャンセルした場合
• 過去方向に検索を行い，イベント DB の先頭まで検索が終了した場合
イベント一覧
JP1 イベントの検索結果が表示されます。
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なお，表示項目の中の［登録ホスト名］は，［イベント詳細］画面では［発行元イベ
ントサーバ名］と表示されます。
イベントの対処状況を変更する場合，一度に対処状況を変更できるイベント件数は，
最大 2,000 件です。WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，最大 1,000 件です。
［イベント検索］タブ
イベント検索をしていない時のタブは［イベント検索］と表示されます。
イベント検索中は［イベント検索（検索中）］に，タブの表示が変更されます。

1.3.4 ［統合機能メニュー］画面
［統合機能メニュー］画面からは，JP1 シリーズのプログラムなどの関連プログラムを起
動できます。
この画面は，次の操作で表示されます。
•［イベントコンソール］画面で［オプション］−［統合機能メニュー起動］を選択す
る。
•［監視ツリー］画面で［オプション］−［統合機能メニュー起動］を選択する。
•［イベントコンソール］画面または［監視ツリー］画面のツールバーで

ボタ

ンをクリックする。
WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は，表示できません。［統合機能メ
ニュー］画面を次に示します。
図 1-10 ［統合機能メニュー］画面

表示項目を次に示します。
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ツールバー
［統合機能メニュー］画面でよく使う機能をボタンにしています。ボタンは該当する
製品がインストールされている場合にだけ表示されます。

ネットワークノードマネージャーを起動します。JP1/Cm2/NNM または HP
OpenView NNM の画面が起動します。

Windows リモートコントロール機能が起動します。JP1/Remote Control
Manager または JP1/NETM/DM の画面が起動します。

資産・配布管理機能が起動します。JP1/NETM/DM Manager の画面が起動し
ます。
ツリー
起動できる機能がツリー上に表示されます。ツリーのアイコンをダブルクリックす
ると対応するプログラムの画面が表示されます。
［統合機能メニュー］画面から操作できる機能については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

22.3.2 ［統合機能

メニュー］画面から操作できる機能」を参照してください。

1.3.5 ［イベント詳細］画面
［イベント詳細］画面には，JP1 イベントの詳細な属性情報が表示されます。この画面
は，次の方法で表示できます。
•［イベントコンソール］画面で［表示］−［イベント詳細表示］を選択する。
•［関連イベント一覧］画面で JP1 イベントを一つ選択し，右クリックして表示される
ポップアップメニューから［イベント詳細表示］を選択する。
［イベント詳細］画面を次に示します。
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図 1-11 ［イベント詳細］画面

イベントガイド機能が有効の場合は，次のように表示されます。
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図 1-12 ［イベント詳細］画面（イベントガイド機能が有効の場合）

また，JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合は，次のように，［イベント詳
細］画面下部のボタンに［インシデント登録］ボタンが追加された状態で表示されます。
図 1-13 ［イベント詳細］画面（JP1/IM - Incident Master 連携機能が有効の場合）

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド

23.5.3 ［イベント詳細］画

面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
［前イベント］
イベント一覧で一つ上に表示されている JP1 イベントの詳細情報を表示します。な
お，次の場合は，このボタンは非活性です。
• ［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合
• ［イベントコンソール］画面でイベントを選択していない場合
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［次イベント］
イベント一覧で一つ下に表示されている JP1 イベントの詳細情報を表示します。な
お，次の場合は，このボタンは非活性です。
•［イベントコンソール］画面で複数のイベントを選択している場合
•［イベントコンソール］画面でイベントを選択していない場合
［イベント属性］
JP1 イベントの属性名と属性値が表示されます。属性の種類はイベントによって異
なります。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストが表示されます。
［ガイド］
表示されている JP1 イベントに対応したイベントガイド情報が表示されます。なお，
JP1 イベントに対応するイベントガイド情報がない場合は，「KAVB1588-I ガイド情
報はありません」が表示されます。
イベントガイド機能が無効になっている場合は，［ガイド］は表示されません。
［ガイド］に表示されるイベントガイド情報は，あらかじめイベントガイド情報ファ
イルに記述しておく必要があります。詳細については，「イベントガイド情報ファイ
ル (jco_guide.txt)」(3. 定義ファイル ) を参照してください。
［モニター起動］
表示されている JP1 イベントのモニター画面を起動します。このボタンは，WWW
ページ版の JP1/IM - View では使用できません。また，モニター画面が設定されて
いない JP1 イベントが表示されているときは，クリックできません。
［アクション結果］
表示されているイベントに自動アクションが設定されている場合に，アクションの
結果を表示します。ボタンをクリックすると，［アクション結果］画面が表示されま
す。
［インシデント登録］
表示されている JP1 イベントをインシデントとして登録するために，JP1/IM Incident Master の［インシデントの登録］画面を起動します。このボタンは，JP1/
IM - Incident Master 連携用の設定をした場合にだけ表示されます。JP1/IM Incident Master 連携用の設定をしていない場合には表示されません。
JP1/IM - Incident Master 連携用の設定の詳細は，以下を参照してください。
JP1/IM - Incident Master の画面呼び出し設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

15.1（4）JP1/IM - Incident Master 画面呼び出し設定」

関連定義ファイル
参照先：
「インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）」
（3. 定義
ファイル）
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また，次の場合，このボタンは非活性となります。
• JP1_Console_User 権限しか持たない JP1 ユーザー，またはどの権限も持たない
JP1 ユーザーで JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）に接続している
場合
• [ イベントコンソール ] 画面で JP1 イベントを選択していない場合
• [ イベント検索 ] で接続先ホスト以外のホストを検索し，そのホストに登録された
JP1 イベントの詳細を表示した場合
（備考）
「KAVB0291-E イベント詳細情報の取得に失敗しました」が［メッセージ］欄
に表示されている場合，［インシデント登録］ボタンは非活性となります。
この現象は，JP1/Base のイベント DB がラップしたことによって JP1 イベン
ト情報もラップした場合など，［イベント詳細］画面に表示するイベント詳細情
報を取得できなかったときに発生します。

1.3.6 ［関連イベント一覧（集約）］画面
繰り返しイベントの集約表示機能を使用している場合に，集約イベントの繰り返しイベ
ントを一覧表示します。
繰り返しイベントの集約表示機能とは，JP1/IM - View が連続して受信する同一内容の
JP1 イベントを一つに集約して，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ
または［重要イベント］ページに表示する機能です。
繰り返しイベントの集約表示機能では，同一内容の JP1 イベントを一つのイベントにま
とめたイベントのことを集約イベントといいます。集約イベントには，集約を継続中の
イベント（集約中イベント）と，集約が完了したイベント（集約完了イベント）の 2 種
類があります。また，同一内容の JP1 イベントの中で最初に JP1/IM - View が受信した
JP1 イベントのことを集約開始イベント，集約開始イベント以降に受信した集約開始イ
ベントと同一内容の JP1 イベントを繰り返しイベント，繰り返しイベントがないためイ
ベントが集約されないイベントを非集約イベントといいます。
［関連イベント一覧（集約）
］画面は次のどちらかの場合に表示されます。
•［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページ）
で，集約イベントを一つ選択し，メニューの［表示］−［関連イベント一覧表示］を
選択した場合。
•［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページ）
で，集約イベントを一つ選択し，ポップアップメニューから［関連イベント一覧表示］
を選択した場合。
なお，集約イベントがない場合，この画面は表示されません。
［関連イベント一覧（集約）
］画面を次に示します。
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図 1-14 ［関連イベント一覧（集約）
］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 23.5.5 ［関連イベント一覧］
画面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
［表示対象］
［イベントコンソール］画面（
［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ペー
ジ）で選択した集約イベントが表示されます。［表示対象］に表示される項目は，繰
り返しイベントの集約表示機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示
される項目と同じです。また，［イベントコンソール］画面同様に対処状況を変更で
きます。［重要イベント］ページから［関連イベント一覧］画面を表示している場合
は，集約イベントを削除できます。
［表示対象］の表示規則は次のとおりです。
• 対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。また，［関
連イベント一覧］に表示されているすべての繰り返しイベントの対処状況が変更
されます（対処状況マークも表示されます）
。
•［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントの対処状況を変更した場
合，
［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に同じ対処状況マーク
が表示されます。
•［関連イベント一覧］に表示されている各繰り返しイベントの対処状況が異なる場
合，
［表示対象］に表示されている集約イベントの左端の列に「！」が表示されま
す。
• 集約イベントを削除した場合，
［表示対象］の集約状態に「削除」と表示され，グ

29

1. 画面

レー表示になります。また，
［関連イベント一覧］に表示されているすべての繰り
返しイベントが削除されます。
• ［関連イベント一覧］に表示されている集約開始イベントを削除した場合，［表示
対象］に表示されている集約イベントの集約状態に「削除」と表示され，グレー
表示になります。
• ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［表示対象］の表示項目も
変更されます。
［表示画面］
［表示画面］には［関連イベント一覧 ( 集約 )］画面を呼び出した元の画面名が，次
の形式で表示されます。
表示画面：呼び出し元の画面
呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。
表 1-8 呼び出し元の画面に表示される画面名
項番

画面名（文字列）

表示条件

1

イベント監視

［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコン
ソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出し
たときに表示されます。

2

重要イベント

［関連イベント一覧（集約）］画面を［イベントコン
ソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出し
たときに表示されます。

［関連イベント一覧］
［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページまたは［重要イベント］ペー
ジ）で，選択している集約イベントの集約開始イベントと繰り返しイベントが表示
されます。
［関連イベント一覧］に表示される項目は，繰り返しイベントの集約表示
機能が有効な場合の［イベントコンソール］画面に表示される項目と同じです。た
だし，
［集約状態］には，何も表示されません。また，［イベントコンソール］画面
同様に対処状況を変更できます。
［重要イベント］ページから［関連イベント一覧
（集約）］画面を表示している場合は，集約イベントの集約開始イベントと繰り返し
イベントを削除できます。
［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。
• 対処状況を変更した場合，左端の列に対処状況マークが表示されます。
• 選択した繰り返しイベントを削除した場合，削除した繰り返しイベントは［関連
イベント一覧］に表示されなくなります。
• ［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度
（「緊急」
，「警戒」
，「致命的」
，「エラー」
，「警告」
）別の背景色は付きません。
• ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表
示項目も変更されます。
注意事項
•［関連イベント一覧］に集約開始イベントまたは繰り返しイベントを表示でき
ない場合，次のダミーイベント（イベント DB に登録されないイベント）が
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グレー表示されます。
・JP1/IM - Manager，JP1/Base で例外が発生したために集約開始イベントま
たは繰り返しイベントが取得できなかった場合（メッセージ KAVB0352-E の
ダミーイベント）
・集約開始イベントまたは繰り返しイベントがイベント DB にない場合（メッ
セージ KAVB0341-W のダミーイベント）
・集約開始イベントまたは繰り返しイベントがユーザーフィルターでフィルタ
リングされている場合（メッセージ KAVB0342-W のダミーイベント）
• ［関連イベント一覧（集約）
］画面の表示内容を更新したい場合は，
［関連イベ
ント一覧（集約）］画面を一度閉じてから開き直してください。
• ［表示対象］の集約イベントを変更したい場合は，［イベントコンソール］画
面で表示したい集約イベントを選択して［表示］−［関連イベント一覧表示］
を選択し直してください。
• ほかの画面で［関連イベント一覧（集約）
］画面に表示しているイベントの対
処状況を変更しても［関連イベント一覧（集約）
］画面での表示は変わりませ
ん。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（集約）］画面を一度
閉じてから開き直してください。
［関連情報］
［関連イベント一覧（集約）
］画面に表示中の集約開始イベントおよび繰り返しイベ
ントの情報を表示します。「繰り返しイベント」と表示されます。
［表示イベント数］
集約開始イベントおよび繰り返しイベントの総数が表示されます。
［進捗度表示］
集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得の進捗度が表示されます。分子は
取得が完了した集約開始イベントおよび繰り返しイベントの数，分母は集約開始イ
ベントおよび繰り返しイベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベ
ントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。
集約開始イベントおよび繰り返しイベントの取得中にエラーが発生して，処理が中
止された場合は「関連イベントの取得を中止しました」が表示されます。

1.3.7 ［関連イベント一覧（相関）］画面
相関イベント発行機能を使用している場合に，相関イベントの相関元イベントを一覧表
示します。
［関連イベント一覧（相関）］画面は次のどれかの場合に表示されます。
•［イベントコンソール］画面（
［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび
［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，メニューの［表示］−［関
連イベント一覧表示］を選択した場合。
•［イベントコンソール］画面（
［イベント監視］ページ，［重要イベント］ページおよび
［イベント検索］ページ）で，相関イベントを一つ選択し，ポップアップメニューから
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［関連イベント一覧表示］を選択した場合。
• 次の手順を実施した場合。
1. ［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ページお
よび［イベント検索］ページ）で，集約された相関イベントを一つ選択する。
2. メニューの［表示］−［関連イベント一覧表示］を選択して，
［関連イベント一覧
（集約）］を表示する。
3. ［関連イベント一覧］から相関イベントを一つ選択して，ポップアップメニューか
ら［関連イベント一覧表示］を選択する。
［関連イベント一覧（相関）
］画面を次に示します。
図 1-15 ［関連イベント一覧（相関）］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド

23.5.5 ［関連イベント一覧］

画面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
［表示対象］
［イベントコンソール］画面（［イベント監視］ページ，
［重要イベント］ページおよ
び［イベント検索］ページ）または［関連イベント一覧（集約）
］画面で，選択した
相関イベントが表示されます。
［表示対象］に表示される項目は，［イベントコン
ソール］画面に表示される項目と同じです。
［ユーザー環境設定］画面で表示項目を
変更した場合，
［表示対象］の表示項目も変更されます。
また，
［表示対象］に表示される相関イベントは，［イベントコンソール］画面と同
様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処状況を変
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更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。
なお，イベント検索を行い JP1/IM - View からログインしているホストとは別のホ
ストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，次に示す操作はでき
ません。
• 対処状況の変更
• JP1/IM - Incident Master へのインシデント登録
また，対処状況を「削除」に変更する場合，［重要イベント］ページを起点として，
［関連イベント一覧（相関）
］画面を表示している必要があります。［表示画面］の表
示が次のどちらかであることを確認してください。
• 重要イベント
• 重要イベント - 関連イベント一覧 ( 集約 )
削除した相関イベントは背景色がグレーに変更されます。
［表示対象］の表示規則は次のとおりです。
•［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度
（「緊急」
，「警戒」
，「致命的」
，「エラー」
，「警告」
）別の背景色は付きません。
•［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表
示項目も変更されます。
［表示画面］
［表示画面］には［関連イベント一覧 ( 相関 )］画面を呼び出した元の画面名が，次
の形式で表示されます。
表示画面：呼び出し元の画面
呼び出し元の画面に表示される画面名を次に示します。
表 1-9 呼び出し元の画面に表示される画面名
項番

画面名（文字列）

表示条件

1

イベント監視

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコン
ソール］画面の［イベント監視］ページから呼び出
したときに表示されます。

2

重要イベント

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコン
ソール］画面の［重要イベント］ページから呼び出
したときに表示されます。

3

イベント検索

［関連イベント一覧（相関）］画面を［イベントコン
ソール］画面の［イベント検索］ページから呼び出
したときに表示されます。

4

呼び出し元の画面 - 関連イベント一
覧 ( 集約 )

［イベントコンソール］画面で集約された相関イベン
トから，
［関連イベント一覧（集約）
］画面を呼び出
し，さらに相関イベントの一覧から［関連イベント
一覧（相関）
］画面を呼び出したときに表示されま
す。
なお，呼び出し元の画面 に表示される画面名は項
番 1，2 のどちらかです。

［関連イベント一覧］
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［表示対象］に表示している相関イベントの相関元イベントが一覧で表示されます。
［関連イベント一覧］に表示される項目は，［イベントコンソール］画面に表示され
る項目と同じです。
［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イ
ベント一覧］の表示項目も変更されます。
また，
［関連イベント一覧］に表示される相関元イベントは，［イベントコンソール］
画面と同様にイベントの詳細を表示したり，対処状況を変更したりできます。対処
状況を変更すると，左端の列に対処状況マークが表示されます。
相関イベントを発行したホストが，JP1/IM - View でログインしているホストと別ホ
ストだった場合は，相関イベントを発行したホストから相関元イベントが取得され
ます。
なお，イベント検索を行い JP1/IM - View からログインしているホストとは別のホ
ストにある相関イベントを［表示対象］に表示している場合，
［関連イベント一覧］
に表示されている相関元イベントに対して，次に示す操作はできません。
• 対処状況の変更
• JP1/IM - Incident Master へのインシデント登録
また，対処状況を「削除」に変更する場合，
［重要イベント］ページを起点として
［関連イベント一覧（相関）］画面を表示している必要があります。
［表示画面］の表
示が次のどちらかであることを確認してください。
• 重要イベント
• 重要イベント - 関連イベント一覧 ( 集約 )
削除した相関元イベントは背景色がグレーに変更されます。
［関連イベント一覧］の表示規則は次のとおりです。
• ［ユーザー環境設定］画面の［カラーリング］の設定は，無効となるため，重大度
（「緊急」
，「警戒」
，「致命的」
，「エラー」
，「警告」
）別の背景色は付きません。
• ［ユーザー環境設定］画面で表示項目を変更した場合，［関連イベント一覧］の表
示項目も変更されます。
注意事項
•［表示対象］に表示されている相関イベント，
［関連イベント一覧］に表示さ
れている相関元イベントのどちらの対処状況を変更しても，他方の対処状況
は変更されません。相関イベントと相関元イベントは別の事象を表すイベン
トであるためです。
•［関連イベント一覧］に相関元イベントを表示できない場合，次のダミーイベ
ントが表示されます。
・JP1/IM - Manager，JP1/Base で例外が発生したために相関元イベントを取
得できなかった場合（メッセージ KAVB0352-E のダミーイベント）
。
・相関元イベントがイベント DB にない場合（メッセージ KAVB0341-W のダ
ミーイベント）
・相関元イベントがユーザーフィルターでフィルタリングされている場合
（メッセージ KAVB0342-W のダミーイベント）
•［表示対象］の相関イベントを変更したい場合は，
［イベントコンソール］画
面で表示したい相関イベントを選択して［表示］−［関連イベント一覧表示］
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を選択し直してください。
• ［関連イベント一覧（相関）
］画面を［関連イベント一覧（集約）
］から表示し
ている場合，［関連イベント一覧（集約）］画面に表示する集約イベントを変
更すると，［関連イベント一覧（相関）
］画面は自動的に閉じます。
• ほかの画面で［関連イベント一覧（相関）
］画面に表示しているイベントの対
処状況を変更しても［関連イベント一覧（相関）
］画面での表示は変わりませ
ん。最新の状態を表示したい場合，［関連イベント一覧（相関）］画面を一度
閉じてから開き直してください。
［関連情報］
［関連イベント一覧（相関）
］画面に表示中の相関元イベントの情報が表示されます。
「相関元イベント（発行条件名）
」と表示されます。
［表示イベント数］
相関元イベントの総数が表示されます。
［進捗度表示］
相関元イベントの取得の進捗度が表示されます。分子は取得が完了した相関元イベ
ント数，分母は相関元イベントの総数です。［関連イベント一覧］に表示されるイベ
ントの順次表示に合わせて分子の数値が増加します。
相関元イベントの取得中にエラーが発生して処理が中止された場合は，「関連イベン
トの取得を中止しました」が表示されます。

1.3.8 ［重要イベント定義］画面
［重要イベント定義］画面では，どの JP1 イベントを重要イベントとするかを定義します
（重要イベントフィルターの設定）。重要イベントの定義には，JP1_Console_Admin 権限
が必要です。この画面は，
［イベントコンソール］画面で，［オプション］−［重要イベ
ント定義］を選択すると，表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。
この画面でフィルター条件を設定し，
［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が
フィルター条件文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大
長は 64 キロバイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたとき
にエラーダイアログ（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定
した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリース
ノートを参照して見積もってください。
なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（
［条件一覧］
以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示
（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定し
ていない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての
JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群
それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。
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［重要イベント定義］画面を次に示します。
図 1-16 ［重要イベント定義］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド
義画面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
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条件を設定するには，項目名の前のチェックボックスをチェックして，値を指定してく
ださい。
［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場
合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。
［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［追加］
新規に条件群を追加する場合は，［追加］をクリックします。クリックすると，通過
条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，
「条件群 2」... という名称で追加されま
す。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，
「除外条件群 2」... という名
称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，
名称を指定できるようになります。
［複製］
選択している条件群を複製する場合は，［複製］をクリックします。クリックする
と，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条
件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあ
とにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加
し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2 から始まり，条
件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが
［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。
［削除］
選択している条件群を削除する場合は，［削除］をクリックします。クリックする
と，「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示さ
れ，［はい］をクリックすると，条件群が削除されます。
［条件群名］
条件群の名称を指定します。
既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書
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きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。
既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，
「KAVB0256-E 指定した条件群名はす
でに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入
力します。
［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3

JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。

［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。複
数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホス
ト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」
または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
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JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかが選択
できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストに使われている制御コードが式に含まれ
ないように注意してください。
［プロダクト名］
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JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。
［アクション］
自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行さ
れたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，
［アクション］
の選択項目が追加された状態で表示されます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィル
ター条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

1.3.9 ［システム環境設定］画面
［システム環境設定］画面では，イベント取得時のフィルター条件やバッファーサイズな
ど，JP1/IM の基本動作を設定します。［システム環境設定］画面は，WWW ページ版の
JP1/IM - View では使用できません。
［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。この
画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［システム環境設定］を選択す
ると表示されます。［システム環境設定］画面には，
［全般］および［通信］の 2 種類の
ページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。

（1）［全般］ページ
［システム環境設定］画面の［全般］ページを次に示します。
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図 1-17 ［システム環境設定］画面（
［全般］ページ）

表示項目を次に示します。
［一覧編集］
イベント取得フィルター一覧を編集するための画面を表示します。
［一覧編集］をクリックすると，
［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。
なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，このボタンは
非活性になります。
［適用中のフィルター］ドロップダウンリスト
現在使用しているイベント取得フィルターが表示されます。
イベント取得フィルターを変更する場合，適用するイベント取得フィルターをド
ロップダウンリストから選択して，［適用］をクリックすると，選択したイベント取
得フィルターがイベント取得条件として使用されます。
なお，イベント取得フィルターが互換モードで動作している場合は，ドロップダウ
ンリストは非活性となり，ドロップダウンリストには「既存のフィルター条件」と
表示されます。
［設定］
イベントサービスからイベントを取得する場合のフィルター（イベント取得
フィルター）条件を設定・変更するための画面を表示します。
［適用中のフィルター］ドロップダウンリストから，変更するイベント取得フィ
ルターを選択して［設定］をクリックすると，
［イベント取得条件設定］画面ま
たは［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示されます。
［イベント取得条件設定］画面（互換用）は，イベント取得フィルターの互換用
を使用している場合に表示されます。
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［共通除外条件群一覧］
共通除外条件群の一覧が表示されます。
一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面が表示され，
選択した項目を編集できます。
設定できる条件群の数は，最大 30 です。
共通除外条件群一覧の［適用］
，［条件群名］の項目名で，ソート表示できます。項
目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを繰
り返すと，
「▽」，
「 （表示なし）
」，
「△」の順で表示が変更されます。「△」または
「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは解除
され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。
• 「 （表示なし）
」の場合，条件群名は，登録順に表示されます。
• 「△」の場合，条件群名は，項目名の昇順に表示されます。
• 「▽」の場合，条件群名は，項目名の降順に表示されます。
［適用］
チェックした共通除外条件群が適用中となります。
［条件群名］
共通除外条件群の条件群名が表示されます。条件群名は，［共通除外条件設定］
画面で変更できます。
［設定］
選択した共通除外条件群の条件を編集するための［共通除外条件設定］画面が
表示されます。
［イベントバッファー］
イベントサービスからイベントを抽出して JP1/IM - Manager 上にバッファリングす
るときのイベント件数の上限を設定します。指定できる値は 10 〜 2,000 件，デフォ
ルトは 500 件です。
この値を小さくし過ぎると，
［イベントコンソール］画面で表示するイベントに抜け
が発生する場合があります。
［適用］
設定内容を反映します。なお，イベント取得フィルターの最大長は，除外条件群ま
たは適用中の共通除外条件群が設定してある場合は 64 キロバイト，設定していない
場合は 60 キロバイトです。最大長を超えていた場合は，
［OK］ボタンをクリックし
たときにエラーダイアログ（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場
合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM View のリリースノートを参照して見積もってください。

（2）［通信］ページ
［システム環境設定］画面の［通信］ページを次に示します。
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図 1-18 ［システム環境設定］画面（
［通信］ページ）

表示項目を次に示します。
［回数］
イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に
再接続するリトライ回数を指定します。指定できる値は 0 〜 100 回，デフォルトは
3 回です。
［間隔］
イベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断された場合に自動的に
再接続するリトライ間隔をミリ秒単位で指定します。指定できる値は 1 〜
86,400,000 ミリ秒，デフォルトは 10,000 ミリ秒です。
［jcochstat コマンド］
jcochstat コマンドが使用できるようにするかどうかを指定します。
イベントの対処状況を変更するためには jcochstat コマンドを使うこともできま
すが，jcochstat コマンドを使って対処状況を変更されたくない場合は，
jcochstat コマンドが使用できないように設定します。
jcochstat コマンドを使用できるようにする場合は，［対処状況の変更を許可］を
チェックします。
［JP1/IM - Console View］
バージョン 7 以降の JP1/IM でだけ設定できる項目です。
JP1/IM - Manager またはバージョン 7 の JP1/IM - Central Console に対してバー
ジョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができるようにするかどうかを指定しま
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す。
バージョン 6 の JP1/IM - Console View で JP1/IM - Manager またはバージョン 7 の
JP1/IM - Central Console に接続した場合，JP1 ユーザーに JP1_Console_User 権
限を設定していても JP1_Console_Operator 権限でシステムの操作ができます。ま
た，どの JP1 権限レベルも設定しなかった場合も JP1_Console_Operator 権限でシ
ステムの操作ができます。バージョン 6 の JP1/IM - Console View からのシステムの
操作を制限したい場合は，バージョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができな
いように設定します。
バージョン 6 の JP1/IM - Console View との接続ができるようにする場合は，
［Version 6 (6i) からの接続を許可］をチェックします。

1.3.10 ［イベント取得条件設定］画面
［イベント取得条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときの
フィルター（イベント取得フィルター）条件を設定します。
この画面の表示方法を次に示します。
•［システム環境設定］画面で，［イベント取得条件］ドロップダウンリストから，変更
するイベント取得フィルターを選択して［設定］をクリックする。
•［イベント取得条件一覧］画面で，フィルター一覧から項目を選択し，［編集］をク
リックする。
•［イベント取得条件一覧］画面で，［追加］をクリックする。
なお，［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。
この画面でフィルター条件を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が
フィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で
［適用］ボタンをクリックしたあととなります）
。なお，イベント取得フィルターの最大
長は，除外条件群が設定してある場合は 64 キロバイト，設定していない場合は 60 キロ
バイトです。最大長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダ
イアログ（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を
見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照
して見積もってください。
なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］
以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示
（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定し
ていない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての
JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群
それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。
（備考）
• 接続先ホストの JP1/IM - Manager でイベント取得フィルター（互換用）を使用して
いる場合，この画面は表示されず，
［イベント取得条件設定］画面（互換用）が表示さ
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れます。
•［イベント取得条件設定］画面（互換用）では次の条件を 1 画面で表現できますが，
［イベント取得条件設定］画面では複数の条件群を設定しないと表現できません。
• 特定の重大度を指定したイベントと JP1/SES イベントの両方を取得する。
例えば，重大度「エラー」のイベントと JP1/SES イベントの両方を取得したいときに
は，次のように条件群を設定します。
1. 重大度「エラー」のイベントを取得するための条件群「条件群 1」を作成し，［重
大度］の属性指定で［重大度を指定する］ラジオボタンを選択し，［エラー］
チェックボックスをチェックする。
2. JP1/SES イベントを取得するための条件群「条件群 2」を作成し，
［重大度］の属
性指定で［JP1/SES イベント］ラジオボタンを選択する。
［イベント取得条件設定］画面を次に示します。
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図 1-19 ［イベント取得条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［フィルター名］
イベント取得フィルターを追加する場合，フィルター名を入力します。
イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取
得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名を変更すると，フィル
ター名が変更した名称に更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成され
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るわけではありませんので，注意してください。
注意事項
• フィルター名の最初および最後に空白がある場合，空白は文字として認識さ
れます。したがって，フィルター名の最初または最後に空白があるフィル
ターと空白がないフィルターは，別名のフィルターと認識されます。
• すでに指定されているフィルター名を重複して指定できません。
［フィルター ID］
イベント取得フィルターのフィルター ID をドロップダウンリストから選択します。
イベント取得フィルターを追加する場合，イベント取得フィルター一覧の中で未使
用のフィルター ID が，昇順に自動的に割り振られます。
イベント取得フィルターを編集する場合，フィルター一覧から選択したイベント取
得フィルターのフィルター ID が表示されます。フィルター ID を変更すると，フィ
ルター ID が変更した ID に更新されます。新しいイベント取得フィルターが作成さ
れるわけではありませんので，注意してください。
注意事項
• すでに指定されているフィルター ID を重複して指定できません。
［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場
合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。
［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［追加］
新規に条件群を追加する場合は，［追加］をクリックします。クリックすると，通過
条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，
「条件群 2」... という名称で追加されま
す。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，
「除外条件群 2」... という名
称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，
名称を指定できるようになります。
［複製］
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選択している条件群を複製する場合は，
［複製］をクリックします。クリックする
と，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条
件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあ
とにできる条件群名が登録されている場合には，
「コピー」の後ろに半角数字を付加
し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2 から始まり，条
件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが
［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。
［削除］
選択している条件群を削除する場合は，
［削除］をクリックします。クリックする
と，
「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示さ
れ，
［はい］をクリックすると，条件群が削除されます。
［条件群名］
条件群の名称を指定します。
既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書
きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。
既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，
「KAVB0256-E 指定した条件群名はす
でに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入
力します。
［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3

JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。

［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。複
数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホス
ト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」
または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
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右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［重大度］
取得するイベントの重大度を指定します。
重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されて
いるすべてのイベント］をチェックします。
重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大
度を指定する］をチェックし，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，
デバッグの中から必要な項目をチェックします。
JP1/SES イベントを取得する場合は，［JP1/SES イベント］をチェックします。
［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
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［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかが選択
できますが，
［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するよう
にしてください。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。

1.3.11 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）
この画面は，［システム環境設定］画面で［イベント取得条件］の［設定］をクリック
し，イベント取得フィルター（互換用）を使用している場合に表示されます。
［イベント取得条件設定］画面（互換用）では，イベントサービスからイベントを取得す
るときのフィルター条件を設定します。［イベント取得条件設定］画面（互換用）を次に
示します。
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図 1-20 ［イベント取得条件設定］画面（互換用）

表示項目を次に示します。
［JP1/SES イベント］
JP1/SES イベントを取得するかどうかを指定します。JP1/SES イベントを取得する
場合は，［取得する］をチェックします。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
［重大度］にチェックがない場合は，重大度が定義されているすべてのイベントが対
象になります。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。
なお，ここで設定した各条件は，
「JP1/SES イベントとイベント ID の AND 条件」，また
は「重大度とイベント ID の AND 条件」としてイベントサービスに渡されます。

1.3.12 ［イベント取得条件一覧］画面
［イベント取得条件一覧］画面では，イベント取得条件を一覧表示します。また，イベン
ト取得条件の追加・編集・複製・削除ができます。
この画面は，［システム環境設定］画面で［一覧編集］をクリックすると表示されます。
注意事項
［イベント取得条件一覧］画面で設定した内容は，
［イベント取得条件一覧］画面で
［OK］をクリックしたあと，［システム環境設定］画面で［適用］をクリックするこ
とによって保存されます。
［システム環境設定］画面で［適用］をクリックしなかった場合は，設定が無効とな
りますので，注意してください。
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なお，イベント取得フィルターの最大長は，除外条件群または適用中の共通除外条件群
が設定してある場合は 64 キロバイト，設定していない場合は 60 キロバイトです。最大
長を超えていた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログ
（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直して
ください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積
もってください。
［イベント取得条件一覧］画面を次に示します。
図 1-21 ［イベント取得条件一覧］画面

表示項目を次に示します。
［適用中のフィルター］
現在，適用しているイベント取得フィルターのフィルター ID とフィルター名が表示
されます。
［フィルター一覧］
現在，設定されているイベント取得条件が一覧表示されます。
一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［イベント取得条件設定］画面が表示
され，選択した項目を編集できます。項目は，複数選択できません。
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フィルター一覧に登録できるイベント取得条件は，最大 50 件です。
フィルター一覧の［適用］，
［ID］
，［フィルター］の項目名で，ソート表示できます。
項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリックを
繰り返すと，「▽」
，「 （表示なし）」
，「△」の順で表示が変更されます。
「△」また
は「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソートは
解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。
•「 （表示なし）
」の場合，イベント取得フィルターは登録順に表示されます。
•「△」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の昇順に表示されます。
•「▽」の場合，イベント取得フィルターは，項目名の降順に表示されます。
［適用］
選択したイベント取得フィルターが適用中のフィルターとなります。
［ID］
イベント取得フィルターのフィルター ID が表示されます。フィルター ID は，
［イベント取得条件設定］画面で変更できます。
［フィルター名］
イベント取得フィルターのフィルター名が表示されます。フィルター名は，
［イ
ベント取得条件設定］画面で変更できます。
［追加］
新規にイベント取得フィルターを追加する場合は，
［追加］をクリックします。
［追加］をクリックすると，［イベント取得条件設定］画面が表示され，新規の
イベント取得フィルターを設定できます。イベント取得フィルターは，最大 50
件追加できます。イベント取得フィルターが 50 件まで登録されると，［追加］
は非活性になります。
［編集］
選択しているイベント取得フィルターを編集する場合は，
［編集］をクリックし
ます。一つのフィルターを選択し，
［編集］をクリックすると，［イベント取得
条件設定］画面が表示され，選択したフィルターを編集できます。
［複製］
選択しているイベント取得フィルターを複製する場合は，
［複製］をクリックし
ます。一つのイベント取得フィルターを選択し，
［複製］をクリックすると，選
択しているイベント取得フィルターと同じ条件を持ったイベント取得フィル
ターが複製され，
［フィルター一覧］に追加されます。
複製されたイベント取得フィルターのフィルター ID は，イベント取得フィル
ター一覧の中で，未使用のフィルター ID が数値の昇順に自動的に割り振られま
す。
複製されたイベント取得フィルターのフィルター名は，複製元のフィルター名
の先頭に「コピー」の文字列が追加され，
「コピー 複製元のフィルター名」とな
ります。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合に
は，
「コピー」の後ろに半角数字を付加し，「コピー半角数字 複製元のフィル
ター名」となります。半角数字は 2 から始まり，イベント取得フィルター名が
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複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。
［複製］をクリックした場合，新しく複製されたフィルターが，適用フィルター
として選択状態になります。
イベント取得フィルターが 50 件まで登録されると，［複製］は非活性になりま
す。
［削除］
選択しているイベント取得フィルターを削除する場合は，［削除］をクリックし
ます。
［削除］をクリックすると，
「KAVB0250-I このフィルターを削除してよろし
いですか？」のダイアログが表示され，［はい］をクリックすると，［フィル
ター一覧］から選択したイベント取得フィルターが削除されます。
［共通除外条件群一覧］
共通除外条件群の一覧が表示されます。
一つの項目を選択し，ダブルクリックすると［共通除外条件設定］画面が表示され，
選択した項目を編集できます。
設定できる条件群の数は，最大 30 です。
共通除外条件群一覧の［適用］
，［ID］
，［条件群名］の項目名で，ソート表示できま
す。項目名をクリックすると，項目名の横に「△」が表示されます。さらにクリッ
クを繰り返すと，
「▽」，
「 （表示なし）
」，
「△」の順で表示が変更されます。「△」
または「▽」が表示されている状態で，ほかの項目名をクリックすると，前のソー
トは解除され，新しくクリックした項目のソート順で表示されます。
• 「 （表示なし）
」の場合，条件群名は，登録順に表示されます。
• 「△」の場合，条件群名は，項目名の昇順に表示されます。
• 「▽」の場合，条件群名は，項目名の降順に表示されます。
［適用］
チェックした共通除外条件群が適用中となります。
［ID］
共通除外条件群 ID が表示されます。共通除外条件群 ID は，［共通除外条件設
定］画面で変更できます。
［条件群名］
共通除外条件群の条件群名が表示されます。条件群名は，［共通除外条件設定］
画面で変更できます。
［追加］
新規に共通除外条件群を追加する場合は，［追加］をクリックします。［追加］
をクリックすると，［共通除外条件設定］画面が表示され，新規の共通除外条件
群を設定できます。共通除外条件群は，最大 30 件追加できます。共通除外条件
群が 30 件まで登録されると，［追加］は非活性になります。
［編集］
選択している共通除外条件群を編集する場合は，［編集］をクリックします。一
つの共通除外条件群を選択し，［編集］をクリックすると，［共通除外条件設定］
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画面が表示され，選択した共通除外条件群を編集できます。
［複製］
選択している共通除外条件群を複製する場合は，
［複製］をクリックします。一
つの共通除外条件群を選択し，
［複製］をクリックすると，選択している共通除
外条件群と同じ条件を持った共通除外条件群が複製され，
［共通除外条件群一
覧］に追加されます。
複製された共通除外条件群 ID は，共通除外条件群一覧の中で，未使用の共通除
外条件群 ID が数値の昇順に自動的に割り振られます。
複製された共通除外条件群の条件群名は，複製元の条件群名の先頭に「コピー」
の文字列が追加され，
「コピー 複製元の条件群名」となります。すでに，複製し
たあとにできる条件群名が登録されている場合には，
「コピー」の後ろに半角数
字を付加し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2
から始まり，条件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。
［複製］をクリックした場合，新しく複製された共通除外条件群が選択状態にな
ります。
共通除外条件群が 30 件まで登録されると，［複製］は非活性になります。
［削除］
選択している共通除外条件群を削除する場合は，
［削除］をクリックします。
［削除］をクリックすると，「KAVB0257-I

この条件群を削除してよろしいで

すか？」のダイアログが表示され，
［はい］をクリックすると，［共通除外条件
群一覧］から選択した共通除外条件群が削除されます。

1.3.13 ［共通除外条件設定］画面
［共通除外条件設定］画面では，イベントサービスからイベントを取得するときのフィル
ター（イベント取得フィルター）に対して，取得対象外とする JP1 イベントの条件を設
定します。
この画面の表示方法を次に示します。
•［システム環境設定］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，
［設定］をク
リックする。
•［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］をクリックする。
•［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧から項目を選択し，
［編集］を
クリックする。
なお，［システム環境設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。
この画面で共通除外条件を設定し，
［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容が
フィルター条件文に変換されます（設定が有効になるのは［システム環境設定］画面で
［適用］ボタンをクリックしたあととなります）。なお，共通除外条件群の最大長は 64 キ
ロバイトです。最大長を超えていた場合は，
［OK］ボタンをクリックしたときにエラー
ダイアログ（KAVB0246-E のメッセージ）が表示されます。この場合は，設定した内容
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を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参
照して見積もってください。
なお，この画面で設定する共通除外条件群に条件を何も設定していない（［条件一覧］以
下の項目を設定していない）場合，この共通除外条件群を適用すると，すべての JP1 イ
ベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，必ず一つ以上の条件を
設定してください。
［共通除外条件設定］画面を次に示します。
図 1-22 ［共通除外条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［共通除外条件群 ID］
共通除外条件群 ID をドロップダウンリストから選択します。
共通除外条件を追加する場合，共通除外条件群一覧の中で未使用の共通除外条件群
ID が，数値の昇順に自動的に割り振られます。
共通除外条件を編集する場合，共通除外条件群一覧から選択した共通除外条件群 ID
が表示されます。
［共通除外条件群名］
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共通除外条件群の名称を入力します。
既存の共通除外条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名
称で上書きされます。
既存の共通除外条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件
群名はすでに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を，条件一覧に入
力します。［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3 JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。
［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。複
数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホス
ト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ「¥,」
または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［重大度］
取得するイベントの重大度を指定します。
重大度が設定されているすべてのイベントを取得する場合は［重大度が定義されて
いるすべてのイベント］をチェックします。
重大度が設定されているイベントのうち，特定のイベントを取得する場合は［重大
度を指定する］をチェックし，緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，
デバッグの中から必要な項目をチェックします。
JP1/SES イベントを取得する場合は，［JP1/SES イベント］をチェックします。
［オブジェクトタイプ］
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JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。

58

1. 画面

右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかが選択
できますが，［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するよう
にしてください。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。

1.3.14 ［ユーザー環境設定］画面
［ユーザー環境設定］画面では，［イベントコンソール］画面のイベント一覧の表示を自
動的に更新するかどうか，およびイベント一覧に表示する項目を設定します。
この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザー環境設定］を選
択すると表示されます。
［ユーザー環境設定］画面を次に示します。
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図 1-23 ［ユーザー環境設定］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド

23.5.6 ［ユーザー環境設定］

画面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
［表示内容の自動更新］
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページの
表示内容を自動的に更新するかどうかを指定します。
自動更新をする場合は，
［する］を選択し，［更新間隔］を入力します。
［更新間隔］に指定できる範囲は，1 〜 10,000 秒です。デフォルトは 5 秒です。
自動更新をしない場合は，
［しない］を選択します。
［スクロールバッファー］
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページと［重要イベント］ページ，
および「イベント検索」ページに表示するイベント件数の最大値を指定します。
この値を小さくすると，一部の JP1 イベントが表示されないことがありますので，
注意してください。
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指定できる範囲は，10 〜 2,000 件です。デフォルトは 500 件です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，10 〜 1,000 件です。デフォルトは，
100 件です。
［更新時のイベント取得件数］よりも大きい値を指定してください。
この値を現在の値より大きくすると，設定した値は，画面の自動更新や［最新情報
に更新］で，次に画面が更新されたときから有効になります。
［更新時のイベント取得件数］
［イベントコンソール］画面の表示内容を更新するときに，1 回の通信でイベントコ
ンソールサービスから取得するイベントの件数を指定します。更新されるタイミン
グは，この画面の［表示内容の自動更新］で指定した秒数が経過したとき，または
［イベントコンソール］画面のメニューで［表示］−［最新情報に更新］を選択した
ときにです。
なお，自動更新を設定した場合，更新はイベントコンソールサービスのイベント
バッファー上に未取得の JP1 イベントがなくなるまで繰り返して実行されます。
指定できる値は，1 〜 200 件，デフォルトは，20 件です。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。
［検索時のイベント取得件数］
イベント検索実行時に 1 回のイベント検索で取得するイベントの件数を指定します。
指定できる値は，1 〜 2,000 件，デフォルトは，20 件です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合は，1 〜 1,000 件，デフォルトは 20 件で
す。
［スクロールバッファー］よりも小さい値を指定してください。
［表示項目］
［イベントコンソール］画面のイベント一覧に表示する項目を指定します。
イベント一覧に表示される項目は［表示項目］に，イベント一覧に表示されない項
目は［表示できる項目］ボックスに入っています。表示するかどうかの設定を切り
替えるには，項目を選択して，［−＞］または［＜−］をクリックします。
［表示項目］ボックス内の項目の表示順序は，イベント一覧での表示順序を表しま
す。表示順序を変更したい場合は，項目を選択して，［上へ移動］または［下へ移
動］をクリックして，項目名を移動させます。
この画面で表示を設定できる項目は，次のとおりです。
• 重大度，登録時刻，登録ホスト名，ユーザー名，メッセージ，オブジェクトタイ
プ，イベント ID，開始時刻，終了時刻，プロダクト名，オブジェクト名，登録名
タイプ，登録名，到着時刻，アクション，事象種別，イベント DB 内通し番号，
発行元プロセス ID，発行元ユーザー ID，発行元グループ ID，発行元ユーザー名，
発行元グループ名，発行元イベント DB 内通し番号，種別，およびアクション種
別
なお，［イベントコンソール］画面および［関連イベント一覧］画面では，この画面
での設定にかかわらず，イベントの対処状況がイベント一覧の先頭の項目になりま
す。
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また，繰り返しイベントの集約表示機能が有効になっている場合は，
「集約状態」が
「対処状況」の次に表示されます。集約表示機能を有効から無効に変更しても，再ロ
グインするまで「集約状態」は表示されたままになります。
［表示列の幅］
［イベントコンソール］画面の各ページのイベント一覧に表示される項目の列幅の大
きさを JP1/IM - View のログアウト時に保存するかどうかを指定します。
イベント一覧に表示される項目の列幅は，マウスでドラッグすることによって任意
の幅に変更できます。一つのページ（例：
［イベント監視］ページ）で列幅を変更す
ると，ほかの二つのページ（例：
［重要イベント］ページおよび［イベント検索］
ページ）の列幅も変更されます。ログアウト時にそのときの列幅の大きさを保存す
る場合は，
［画面を閉じた時の状態を保存する］をチェックします。
［カラーリング］
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［イベント検索］ペー
ジに表示される特定のイベントに，背景色を付けるかどうかを指定します。背景色
が付く対象となるイベントは，重大度が「緊急」
，「警戒」
，「致命的」
，「エラー」お
よび「警告」のイベントです。
背景色を付ける場合は，
［有効］をチェックします。
背景色については，
「1.3 ［イベントコンソール］画面」を参照してください。
［集約表示］
繰り返しイベントの集約表示をするかどうかを設定します。
［ユーザー環境設定］画面の［OK］ボタンをクリックすると，集約中のイベントは
集約完了します。
［有効］
繰り返しイベントを集約する場合に，［有効］チェックボックスをチェックしま
す。繰り返しイベントの集約表示は，［ユーザー環境設定］画面での設定が反映
されたあと受信したイベントから適用されます。設定が反映される前に受信し
たイベントは，繰り返しイベントの集約表示の対象とはなりませんので注意し
てください。
デフォルトは，チェックが付いていない状態です。
［タイムアウト時間］
繰り返しイベントを集約する場合のタイムアウト時間を指定します。指定でき
る値は 1 〜 3,600 秒，デフォルトは 60 秒です。
集約開始イベントと受信イベントの到着時刻の差がタイムアウト時間を過ぎた
場合，イベントの集約が完了します。
［実行結果表示行数］
［コマンド実行］画面に表示する実行結果の行数を指定します。
指定できる値は 100 〜 10,000 行，デフォルトは 100 行です。
WWW ページ版の JP1/IM - View の場合，この項目は非活性です。
また，JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限がない場合，
この項目は非活性です。
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1.3.15 ［イベント検索条件設定］画面
［イベント検索条件設定］画面では，JP1 イベントを検索するときの検索条件を設定しま
す。イベントを検索した結果は，
［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページ
に表示されます。この画面は，
［イベントコンソール］画面で［表示］−［イベント検
索］を選択すると，表示されます。この画面を 2 回目以降に表示したときは，前回の検
索条件がデフォルトで表示されます。
この画面で検索条件を設定したあと，
［OK］ボタンをクリックすると，設定した条件が
フィルター条件文に変換され，検索が実行されます。なお，フィルター条件文の最大長
は 64 キロバイトです（検索対象ホストのイベントサービスのバージョンが 06-00 以前の
場合，フィルター条件文の最大長は 4 キロバイトです）
。最大長を超えていた場合は，
［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログ（KAVB0246-E のメッセージ）が
表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件文の長
さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。
なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（
［条件一覧］
以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示
（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定し
ていない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての
JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群
それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。
（備考）
• 検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 06-51 以前の場
合，検索条件に次の条件を指定した検索はできません。
•［正規表現］を指定した検索
また，検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 06-00 以
前の場合，上記制限に加え次の条件を指定した検索はできません。
•［を含む］［を含まない］を指定した検索
•［重要イベント］に複数の対処状況を同時に指定した検索
• 検索対象ホストにある JP1/Base のイベントサービスのバージョンが 08-11 以前の場
合，除外条件を指定した検索はできません。
• BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド

23.5.7 ［イベント検索条件設

定］画面」を参照してください。
［イベント検索条件設定］画面を次に示します。
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図 1-24 ［イベント検索条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［検索ホスト名］
JP1 イベントを検索するホスト名（検索対象とするイベントサーバ名）を指定しま
す。
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デフォルトでは，接続しているホスト名が指定されます。
［検索方向］
JP1 イベントを検索する方向を指定します。
［過去方向］を選択した場合は，イベント DB に登録された JP1 イベントの最後尾か
ら（新しいイベントから古いイベント方向に）検索します。
［未来方向］を選択した場合は，イベント DB に登録された JP1 イベントの先頭から
（古いイベントから新しいイベント方向に）検索します。
デフォルトでは，［過去方向］が指定されます。
［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場
合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。
［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］
，［複製］が非活
性になります）。
［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］
，［複製］が非活
性になります）。
［追加］
新規に条件群を追加する場合は，［追加］をクリックします。クリックすると，通過
条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，
「条件群 2」... という名称で追加されま
す。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，
「除外条件群 2」... という名
称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，
名称を指定できるようになります。
［複製］
選択している条件群を複製する場合は，［複製］をクリックします。クリックする
と，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条
件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあ
とにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加
し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2 から始まり，条
件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが
［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。
［削除］
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選択している条件群を削除する場合は，
［削除］をクリックします。クリックする
と，
「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示さ
れ，
［はい］をクリックすると，条件群が削除されます。
［条件群名］
条件群の名称を指定します。
既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書
きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。
既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，
「KAVB0256-E 指定した条件群名はす
でに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力
します。
［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3

JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。

［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。
複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホ
スト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
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［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
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［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
できますが，
［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するよう
にしてください。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。
［開始時刻］
開始時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。開始時刻の範囲を指定する
には，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，
［期間指定］を選択
し，基準時刻の前または後の何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定しま
す。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，
［日時指
定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，
［現在時刻］をクリックします。
［終了時刻］
終了時刻に対して，検索対象とする範囲を指定します。終了時刻の範囲を指定する
には，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，
［期間指定］を選択
し，基準時刻の前または後の何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定しま
す。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，
［日時指
定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，
［現在時刻］をクリックします。
［登録時刻］
JP1 イベントが発行元ホストのイベント DB に登録された時刻に対して，検索対象
とする範囲を指定します。登録時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定
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するか，基準時刻と範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択
し，基準時刻の前または後の何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定しま
す。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指
定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］をクリックします。
［到着時刻］
JP1 イベントが検索ホストに到着した時刻に対して，検索対象とする範囲を指定し
ます。到着時刻の範囲を指定するには，基準時刻と期間を指定するか，基準時刻と
範囲終了の日時を指定します。
基準時刻と期間を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［期間指定］を選択
し，基準時刻の前または後の何分間（何時間，何日間）を対象とするかを指定しま
す。
基準時刻と範囲終了の日時を指定する場合は，基準時刻を入力してから，［日時指
定］を選択し，検索対象範囲の終了日時を指定します。
基準時刻に現在の時刻を指定する場合は，［現在時刻］をクリックします。
［重要イベント］
JP1 イベントの対処状況を条件として指定します。複数の対処状況を指定できます。
［アクション］
自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行さ
れたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，
［アクション］
の選択項目が追加された状態で表示されます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別を検索条件
に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［固有の拡張属性］
固有の拡張属性を条件として指定する場合に，［設定］をクリックします。
［固有の
拡張属性条件設定］画面が表示されます。
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1.3.16 ［固有の拡張属性条件設定］画面
［固有の拡張属性条件設定］画面では，イベント検索の条件として JP1 イベントの拡張属
性の固有情報を設定します。
この画面は，［イベント検索条件設定］画面で，
［固有の拡張属性］の［設定］をクリッ
クすると表示されます。［固有の拡張属性条件設定］画面を次に示します。
図 1-25 ［固有の拡張属性条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［拡張属性条件一覧］
すでに設定されている固有の拡張属性条件の一覧が表示されます。一覧には，属性
名，属性値，および条件が表示されます。
1 行に一つの固有の拡張属性条件が表示されます。五つまでの条件を設定できます。
一つの固有の拡張属性条件をダブルクリックすると，
［固有の拡張属性条件詳細設
定］画面が表示されます。
［追加］
新規に固有の拡張属性条件を追加する場合は，
［追加］をクリックします。クリック
すると，
［固有の拡張属性条件詳細設定］画面が表示されます。
［編集］
既存の固有の拡張属性条件を編集する場合は，編集したい条件を［拡張属性条件一
覧］で選択し，
［編集］をクリックします。クリックすると，［固有の拡張属性条件
詳細設定］画面が表示されます。
［削除］
既存の固有の拡張属性条件を削除する場合は，削除したい条件を［拡張属性条件一
覧］で選択し，
［削除］をクリックします。
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1.3.17 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面
［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，イベント検索の条件として固有の拡張属性を
設定する場合の条件を設定します。
［固有の拡張属性条件詳細設定］画面では，一つの固有の拡張属性条件を設定できます。
一つの固有の拡張属性条件には，一つの固有の拡張属性名と一つの属性値を設定できま
す。
この画面は，［固有の拡張属性条件設定］画面で，［追加］または［編集］をクリックす
るか，［拡張属性条件一覧］から固有の拡張属性条件を選択してダブルクリックすると表
示されます。
［固有の拡張属性条件詳細設定］画面を次に示します。
図 1-26 ［固有の拡張属性条件詳細設定］画面

表示項目を次に示します。
［属性名］
固有の拡張属性の名称を指定します。
属性名は，先頭が英大文字で，英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成
される 32 バイトまでの名称を指定できます。
一つの属性には，一つの条件だけ設定できます。
［属性値］
属性値を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。

1.3.18 ［表示フィルター設定］画面
［表示フィルター設定］画面は，表示フィルターを適用したときに表示するイベントの種
類を設定します。この画面で設定した内容は，
［イベントコンソール］画面の［表示］−
［表示フィルターの適用］を選択，または［イベントコンソール］画面の［イベント監
視］ページの［表示フィルター］チェックボックスをチェックすることで有効になりま
す。
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この画面は次の操作で表示されます。
•［イベントコンソール］画面で［表示］−［表示フィルター編集］を選択する。
•［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページで［表示フィルター編集］をク
リックする。
•［表示フィルター一覧］画面で［追加］をクリックする。
•［表示フィルター一覧］画面で表示フィルターを選択し，［編集］をクリックする。
［表示フィルター一覧］画面を経由せずにこの画面を表示し，フィルター条件を設定後
［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，設定が
有効になります※。フィルター条件文の最大長は各 JP1 ユーザーにつき 1 メガバイトで
す（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）。最大長を超えていた場合
は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログ（KAVB0246-E のメッセー
ジ）が表示されます。この場合は，設定した内容を見直してください。フィルター条件
文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参照して見積もってください。
注※ ［表示フィルター一覧］画面を経由した場合は，
［表示フィルター一覧］画面で
［OK］ボタンをクリックしたときに設定が有効になります。
なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（［条件一覧］
以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示
（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定し
ていない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての
JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群
それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。
［表示フィルター設定］画面を次に示します。
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図 1-27 ［表示フィルター設定］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 23.5.8

フィルターの条件定

義画面」を参照してください。
表示項目を次に示します。
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［フィルター名］
表示フィルターの名称を指定します。指定できる文字数は，1 〜 50 バイトです。
既存の表示フィルターを選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名
称で上書きされます。既存の表示フィルター名を指定した場合は，
「KAVB0259-E
指定したフィルター名はすでに存在します」のダイアログが表示されます。
［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場
合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。
［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。
［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］
，［複製］が非活
性になります）
。
［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。
［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 5 です（最大数設定すると，［追加］
，［複製］が非活
性になります）
。
［追加］
新規に条件群を追加する場合は，
［追加］をクリックします。クリックすると，通過
条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，
「条件群 2」... という名称で追加されま
す。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，
「除外条件群 2」... という名
称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，
名称を指定できるようになります。
［複製］
選択している条件群を複製する場合は，
［複製］をクリックします。クリックする
と，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条
件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあ
とにできる条件群名が登録されている場合には，
「コピー」の後ろに半角数字を付加
し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2 から始まり，条
件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが
［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。
［削除］
選択している条件群を削除する場合は，
［削除］をクリックします。クリックする
と，
「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示さ
れ，
［はい］をクリックすると，条件群が削除されます。
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［条件群名］
条件群の名称を指定します。
既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書
きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。
既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，「KAVB0256-E 指定した条件群名はす
でに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力
します。［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3 JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。
［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。
複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホ
スト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
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します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントを発行したユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
できますが，
［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するよう
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にしてください。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。
［アクション］
自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行さ
れたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，
［アクション］
の選択項目が追加された状態で表示されます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィル
ター条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

1.3.19 ［表示フィルター一覧］画面
［表示フィルター一覧］画面では，表示フィルターの一覧を表示します。ここで設定した
内容が［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページの［フィルター名］リス
トボックスに表示されます。
この画面は，［イベントコンソール］画面で［表示］−［表示フィルター一覧］を選択す
ると表示されます。
［表示フィルター設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［表示フィルター一覧］
画面で［OK］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件文に変換され，
設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は各 JP1 ユーザーにつき 1 メ
ガバイトです（表示フィルターを複数設定していた場合はその合計値）
。最大長を超えて
いた場合は，［OK］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログ（KAVB0246-E の
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メッセージ）が表示されます。この場合は，［表示フィルター設定］画面で設定した内容
を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリースノートを参
照して見積もってください。
［表示フィルター一覧］画面を次に示します。
図 1-28 ［表示フィルター一覧］画面

表示項目を次に示します。
［表示フィルター一覧］
表示フィルターの一覧を表示します。
設定できる表示フィルターの数は，各 JP1 ユーザーにつき最大 50 です（最大数設
定すると，
［追加］，
［複製］が非活性になります）。
［上へ移動］
一覧で選択した表示フィルターを，１行上へ移動します。頻繁に使用する表示フィ
ルターを最上行に指定しておくと［イベントコンソール］画面の［イベント監視］
ページの［フィルター名］リストボックスが操作しやすくなります。
［下へ移動］
一覧で選択した表示フィルターを，１行下へ移動します。
［追加］
新規にフィルターを追加する場合は，
［追加］をクリックします。クリックすると，
［表示フィルター設定］画面が表示されます。
［編集］
既存の表示フィルターを編集する場合は，編集したい表示フィルターを一覧で選択
し，
［編集］をクリックします。クリックすると，［表示フィルター設定］画面が表
示されます。
［複製］
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選択している表示フィルターを複製する場合は，［複製］をクリックします。クリッ
クすると，選択している表示フィルターと同じ条件を持った表示フィルターが複製
されます。複製された表示フィルター名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追
加されます。すでに，複製したあとにできるフィルター名が登録されている場合に
は，「コピー」の後ろに半角数字を付加し，
「コピー半角数字 複製元のフィルター名」
となります。半角数字は 2 から始まり，フィルター名が複製されるたびに 2，3，4
と昇順に増えていきます。名称を変更する場合は［編集］をクリックします。
［削除］
選択している表示フィルターを削除する場合は，［削除］をクリックします。クリッ
クすると，「KAVB0503-I この行を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示
され，［はい］をクリックすると，表示フィルターが削除されます。

1.3.20 ［ユーザーフィルター設定］画面
［ユーザーフィルター設定］画面は，各ユーザーが監視できる JP1 イベントを制限するた
めに使用します。ユーザーフィルターは，最大 128 個設定できます。
［ユーザーフィルター設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。
この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［ユーザーフィルター設
定］を選択すると，表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できませ
ん。
［ユーザーフィルター詳細設定］画面でフィルター条件を設定したあと，［ユーザーフィ
ルター設定］画面で［適用］ボタンをクリックすると，設定した内容がフィルター条件
文に変換され，設定が有効になります。なお，フィルター条件文の最大長は 1 メガバイ
トです（ユーザーフィルターを複数設定していた場合はその合計値）
。最大長を超えてい
た場合は，［適用］ボタンをクリックしたときにエラーダイアログ（KAVB0246-E の
メッセージ）が表示されます。この場合は，
［ユーザーフィルター詳細設定］画面で設定
した内容を見直してください。フィルター条件文の長さは，JP1/IM - View のリリース
ノートを参照して見積もってください。
［ユーザーフィルター設定］画面を次に示します。
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図 1-29 ［ユーザーフィルター設定］画面

表示項目を次に示します。
［設定一覧］
すでに設定されているユーザーフィルターの一覧を表示します。一覧には，フィル
ター名と対象ユーザー名が表示されます。
設定できるユーザーフィルターの数は，システム（一つの JP1/IM - Manager）につ
き最大 128 です（最大数設定すると，［追加］が非活性になります）
。
［追加］
新規にユーザーフィルターを作成する場合は，
［追加］をクリックします。クリック
すると，
［ユーザーフィルター詳細設定］画面が表示されます。
［編集］
既存のユーザーフィルターを編集する場合は，編集したいユーザーフィルターを
［設定一覧］で選択し，［編集］をクリックします。クリックすると，
［ユーザーフィ
ルター詳細設定］画面が表示されます。
［削除］
既存のユーザーフィルターを削除する場合は，削除したいユーザーフィルターを
［設定一覧］で選択し，［削除］をクリックします。

1.3.21 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面
［ユーザーフィルター詳細設定］画面は，ユーザーフィルターの条件を指定するために使
用します。この画面は，［ユーザーフィルター設定］画面で［追加］または［編集］をク
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リックすると表示されます。
なお，この画面で設定する通過条件群の中に，条件を何も設定していない（
［条件一覧］
以下の項目を設定していない）通過条件群がある場合，すべての JP1 イベントを表示
（取得）対象とします。また，この画面で設定する除外条件群の中に，条件を何も設定し
ていない（［条件一覧］以下の項目を設定していない）除外条件群がある場合，すべての
JP1 イベントを表示（取得）しません。フィルターをかけたい場合は，設定した条件群
それぞれに対し，必ず一つ以上の条件を設定してください。
［ユーザーフィルター詳細設定］画面を次に示します。
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図 1-30 ［ユーザーフィルター詳細設定］画面

（備考）
BJEX 連携用の機能を有効にした場合は，表示される項目が一部異なります。BJEX
連携用の機能を有効にした場合の画面については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド
義画面」を参照してください。
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表示項目を次に示します。
［フィルター名］
ユーザーフィルターの名称を指定します。設定した条件を識別するために，任意の
名称を付けます。
ここで指定した名称は，［ユーザーフィルター設定］画面の［設定一覧］に表示され
ます。
［対象ユーザー名］
ユーザーフィルターによる制限の対象となるユーザー名を指定します。複数のユー
ザーを指定する場合は，ユーザー名をコンマで区切って指定します。
［一覧表示］／［一覧非表示］
条件群一覧の表示・非表示を切り替えます。すでに条件群一覧が表示されている場
合，ボタンの名称は［一覧非表示］になります。
［通過条件群一覧］
通過条件群の一覧が表示されます。［通過条件群一覧］の条件群を選択すると，通過
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［除外条件群一覧］
除外条件群の一覧が表示されます。［除外条件群一覧］の条件群を選択すると，除外
条件群の名称は［条件群名］に，条件内容は条件一覧に表示され，編集できるよう
になります。
設定できる条件群の数は，最大 30 です（最大数設定すると，
［追加］，
［複製］が非
活性になります）。
［追加］
新規に条件群を追加する場合は，［追加］をクリックします。クリックすると，通過
条件群の場合，通過条件群が「条件群 1」，
「条件群 2」... という名称で追加されま
す。除外条件群の場合，除外条件群が「除外条件群 1」，
「除外条件群 2」... という名
称で追加されます。また，条件群を追加すると，フォーカスが［条件群名］に移り，
名称を指定できるようになります。
［複製］
選択している条件群を複製する場合は，［複製］をクリックします。クリックする
と，選択している条件群と同じ条件を持った条件群が複製されます。複製された条
件群名の先頭に「コピー 」が付加され，一覧に追加されます。すでに，複製したあ
とにできる条件群名が登録されている場合には，「コピー」の後ろに半角数字を付加
し，
「コピー半角数字 複製元の条件群名」となります。半角数字は 2 から始まり，条
件群名が複製されるたびに 2，3，4 と昇順に増えていきます。また，フォーカスが
［条件群名］に移り，名称を指定できるようになります。
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［削除］
選択している条件群を削除する場合は，
［削除］をクリックします。クリックする
と，
「KAVB0257-I この条件群を削除してよろしいですか？」のダイアログが表示さ
れ，
［はい］をクリックすると，条件群が削除されます。
［条件群名］
条件群の名称を指定します。
既存の条件群を選択した状態で名称を変更した場合は，新しく指定した名称で上書
きされます。通過条件群と除外条件群は，同じ名称を設定できません。
既存の条件群と同じ名称を指定した場合は，
「KAVB0256-E 指定した条件群名はす
でに設定されています」のダイアログが表示されます。
［クリア］
条件一覧に指定されている内容をすべてクリアします。
［選択イベント条件入力］
［イベントコンソール］画面で選択している JP1 イベントの属性値を条件一覧に入力
します。
［選択イベント条件入力］をクリックしたときの動作は次のようになりま
す。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれる場合
制御文字の直前の文字までが，条件一覧の条件値として反映されます。オプショ
ン条件を指定できる属性の場合は，
［から始まる］が選択されます。
• イベント属性値に改行やタブなどの制御文字が含まれない場合
イベント属性値がすべて反映されます。オプション条件を指定できる属性の場合
は［と一致する］が選択されます。
なお，選択している JP1 イベントの情報がイベント情報マッピング定義でマッピン
グされている場合は，マッピングしている表示項目の属性値および固有の拡張属性
値は，条件一覧に入力されません。イベント情報マッピング定義の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
20.1.3

JP1 イベントの固有の拡張属性を表示する」を参照してください。

［登録ホスト名］
JP1 イベントが発生したホストのホスト名（イベントサーバ名）を指定します。
複数のホストを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 個のホ
スト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［重大度］
イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，情報，
デバッグの中から必要な項目をチェックします。
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［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［メッセージ］
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JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
できますが，
［から始まる］または［を含む］を選択することを推奨します。正規表
現で指定する場合は，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するよう
にしてください。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］のどちらかを選択します。
［重要イベント］
JP1 イベントの対処状況を指定します。
［対処済］を指定した場合，対処状況を対処
済みにしたイベントがフィルターの対象となります。
［未対処］を選択した場合は，
対処状況を未対処にしたイベントがフィルター対象になります。
［アクション］
自動アクションが定義されている JP1 イベントの場合に，自動アクションが実行さ
れたかどうかを条件とします。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，次のように，
［アクション］
の選択項目が追加された状態で表示されます。

JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合は，アクションの種別をフィル
ター条件に指定できます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

1.3.22 ［アクション設定］画面
［アクション設定］画面は，自動アクションの設定一覧を表示します。自動アクションを
設定するには，この画面から［アクション詳細設定］画面を呼び出します。
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［アクション設定］画面を表示するには，JP1_Console_Admin 権限が必要です。
また，次の場合，
［アクション設定］画面が表示されません。
• 自動アクション定義ファイルの自動アクション定義ファイルバージョンが，1 または
2 でない。
• 自動アクション定義ファイルの自動アクション定義パラメーターのサイズが最大長を
超過している。
• JP1/IM - Rule Operation 連携機能が無効になっている状態で，自動アクション定義
ファイルに JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求を定義していている。
自動アクション定義ファイルの記述内容によって［アクション設定］画面が表示されな
い場合，テキストエディターで自動アクション定義ファイルを編集してください。
「自動
アクション定義パラメーター」の詳細については，
「自動アクション定義ファイル
（actdef.conf）」
（3. 定義ファイル）の「説明」を参照してください。
この画面は，［イベントコンソール］画面で［オプション］−［自動アクション設定］を
選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。［アク
ション設定］画面を次に示します。
図 1-31 ［アクション設定］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション設
定］画面の設定一覧に［種別］が追加された状態で表示されます。
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図 1-32 ［アクション設定］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。
［状態監視］
アクションの状態の監視するかどうかを設定します。
• ［する］：アクションの状態を監視します。
• ［しない］：アクションの状態を監視しません。
デフォルトは［しない］です。
アクションの状態を監視する場合，アクションが異常状態（
「実行不可」，
「実行失
敗」
）になったときに，異常状態を通知するために，JP1 イベントの発行または通知
コマンドの実行が実施されます。なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファ
イル（actnotice.conf）であらかじめ設定しておく必要があります。自動アク
ション通知定義ファイル（actnotice.conf）については，「自動アクション通知
定義ファイル（actnotice.conf）」
（3. 定義ファイル）を参照してください。
アクションの状態は，
［アクション結果］画面，［アクション結果一覧］画面，
［アク
ション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが異常状態であるかどう
かを，
［イベントコンソール］画面で確認できます。
アクションの状態監視は，設定後に監視条件に一致したアクションに対して有効に
なります。それ以前のアクションに対しては，変更前の設定に従います。
［設定一覧］
すでに設定されている自動アクション定義の一覧を表示します。上に表示されてい
る自動アクション定義ほど，優先順位が高くなります。
自動アクションは，1,000 件まで登録できます。
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［設定一覧］の［種別］の列は，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合
にだけ表示されます。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［上へ移動］
一覧で選択した自動アクション定義を，１行上へ移動します。自動アクション定義
の優先順位を変更するために使用します。
［下へ移動］
一覧で選択した自動アクション定義を，１行下へ移動します。自動アクション定義
の優先順位を変更するために使用します。
［追加］
新規に自動アクション定義を作成する場合に，［追加］をクリックします。クリック
すると，［アクション詳細設定］画面が表示されます。
なお，自動アクションが 1,000 件以上定義されている場合は，このボタンは非活性
です。
［編集］
既存の自動アクション定義を編集する場合に，編集したい自動アクション定義を
［設定一覧］で選択し，
［編集］をクリックします。
［削除］
既存の自動アクション定義を削除する場合に，削除したい自動アクション定義を
［設定一覧］で選択し，
［削除］をクリックします。
［適用］
設定内容を反映します。ただし，［適用］をクリックすると，すべての抑止の設定が
初期化されます。

1.3.23 ［アクション詳細設定］画面
［アクション詳細設定］画面は，自動アクションの実行条件および実行内容を設定するた
めに使用します。この画面は，
［アクション設定］画面で［追加］または［編集］をク
リックすると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。
なお，［アクション詳細設定］画面で設定した内容は，［アクション設定］画面で［適用］
ボタンをクリックすることによって有効になります（自動アクション定義ファイルの
「自動アクション定義パラメーター」に変換されます）。その際に，作成された「自動ア
クション定義パラメーター」の長さが最大値※を超えていた場合は，エラーダイアログ
（KAVB5060-W，KAVB5068-W，または KAVB5069-W のメッセージ）が表示されます。
この場合は，［アクション詳細設定］画面で設定した内容を見直してください。
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注※
一つの「自動アクション定義パラメーター」で設定できる長さは，接続先ホストの
JP1/IM のバージョンに依存します。
• JP1/IM - Manager（08-00 以降）
：5,706 バイト
• JP1/IM - Central Console（07-11 〜 07-51）：1,040 バイト
• JP1/IM - Central Console（07-10 以前）：1,023 バイト
「自動アクション定義パラメーター」の詳細については，「自動アクション定義ファ
イル（actdef.conf）」
（3. 定義ファイル）の「説明」を参照してください。
［アクション詳細設定］画面を次に示します。
図 1-33 ［アクション詳細設定］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション詳
細設定］画面の実行内容に［種別］が追加された状態で表示されます。
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図 1-34 ［アクション詳細設定］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。
［パラメーターグループ］
パラメーターグループを指定します。0 〜 9 の 1 けたの数字か「&」を指定します。
「&」は AND 条件を表します。
［イベント ID］
自動アクションの実行条件とするイベント ID を指定します。
［指定］を選択して，テキストボックスに ID を入力します。イベント ID の基本部
と拡張部を 8 バイト以内の 16 進数で指定し，基本部と拡張部の間は「:」で区切り
ます。拡張部は省略できます。
すべてのイベントを対象にしたい場合は，［すべて］を選択します。
［メッセージ］
自動アクションの実行条件とするメッセージテキストを正規表現で指定します。こ
のとき，メッセージテキストの制御コード以外の部分を記述するようにしてくださ
い。正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。
正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager
システム構築・運用ガイド

付録 G

正規表現」を参照してください。
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［イベント基本情報］
自動アクションの実行条件とする JP1 イベントの基本情報を正規表現で指定します。
正規表現で「/」を表す場合は，
「¥/」と記述してください。正規表現の詳細につい
ては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガ
付録 G 正規表現」を参照してください。

イド

［イベント詳細情報］
自動アクションの実行条件とする JP1 イベントの詳細情報を正規表現で指定します。
正規表現で「/」を表す場合は，
「¥/」と記述してください。正規表現の詳細につい
ては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガ
イド

付録 G 正規表現」を参照してください。

［イベント拡張情報］
自動アクションの実行条件として JP1 イベントの拡張情報を指定する場合には，
［有
効］をチェックし，
［設定］をクリックします。
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面が表示されます。
［種別］
実行するアクションの種別を指定します。
• ［コマンド］：コマンドを実行する場合に選択します。このとき，
［アクション］に
「<RULE>」は指定できません。
• ［ルール］：JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求の通知条件設定をする場
合に選択します。
［ルール］を選択した場合，［アクション］には固定で
「<RULE>」が指定されます。
［実行ユーザー名］，
［実行ホスト名］，および［環境
変数ファイル］は非活性になり，編集できません。
この項目は，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されま
す。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

［実行ユーザー名］
アクションを実行する JP1 ユーザー名を 31 バイト以内で指定します。空白を含む
名称は指定できません。
また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定することもできます。
例えば，イベントを発行したユーザーの名前でアクションを実行したい場合は，
「$EVUSR」と指定します。指定できる変数の詳細は「自動アクション定義ファイル
（actdef.conf）
」（3.

定義ファイル）の「アクション定義で使用できる変数」を

参照してください。
［実行ホスト名］
アクションを実行するホスト名を 255 バイト以内で指定します。空白を含む名称は
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指定できません。実行ホスト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定し
たホスト名を指定します。
ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中
に定義したホストグループ名を指定してください。
また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。例えば，
イベント発行元のホストでアクションを実行したい場合は，「$EVHOST」と指定しま
す。指定できる変数の詳細は「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」
（3.
定義ファイル）の「アクション定義で使用できる変数」を参照してください。
［アクション］
アクションとして実行するコマンドを指定します。受信した JP1 イベントの属性情
報などをコマンドのパラメーターとして渡すことができます。
指定できる変数の詳細は「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」
（3. 定
義ファイル）の「アクション定義で使用できる変数」を参照してください。
なお，「¥」で終わるアクションは指定できません。
指定できるコマンドの種類を次に示します。
コマンドを実行するホストが Windows の場合
• 実行形式ファイル (.com，.exe)
• バッチファイル (.bat)
• JP1/Script のスクリプトファイル (.spt) （ただし .spt ファイルが実行可能
なよう関連づけが設定されていること）
コマンドを実行するホストが UNIX の場合
• UNIX のコマンド
• シェルスクリプト
ただし，次のようなコマンドは実行できません。
• 対話操作を必要とするコマンド
• 画面を表示するコマンド
• エスケープシーケンスや制御コードを伴うコマンド
• デーモンなどの，終了しないコマンド
• Windows メッセージ機構や DDE など，デスクトップとの対話が必要なコマンド
（Windows の場合）
• shutdown や halt など，OS をシャットダウンするコマンド
なお，アクションとして実行できるコマンドの長さは，4,096 バイトまでです。アク
ション定義で使用できる変数（$EVMSG など）の変換後の情報を含めたコマンドの
長さが 4,096 バイトを超えた場合，コマンドは実行されません。アクションの状態
は「実行不可」になります。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄には，
「KAVB4421-W コマンドラインが長過ぎるためアクションが実行できませんでした」
が表示されます。
また，アクション中に，文字として認識できないコード（ASCII コードおよび環境
設定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，
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実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が不正
になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了状態にな
ります。変数を指定している場合には，アクションの実行時に変数を置き換えるの
で，不正なコードが含まれるおそれがあります。変数に置き換えられる値について
は，JP1 イベントを発行する製品のマニュアルなどを事前に確認してください。
注意事項
アクションとして実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用し
ているシステムによって変わります。
自動アクションの実行経路上のホスト（実行元マネージャーホスト，実行先ホ
スト含む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合に
は，コマンドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。詳細につ
いては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

6.4（2） 注意事項」を参照してください。

［環境変数ファイル］
コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を 255 バイト以内
で，フルパスで指定します。
また，受信した JP1 イベントの属性情報を，変数を使って指定できます。指定でき
る変数の詳細は「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」
（3. 定義ファイ
ル）の「アクション定義で使用できる変数」を参照してください。
［抑止］
自動アクションを抑止するかどうかを設定します。
• ［する］：自動アクションを抑止します。
［する］を選択した場合，［抑止時間］に何秒単位で自動アクションを抑止するか
を指定します。指定できる値は 1 〜 3,600 秒，デフォルトは 300 秒です。
• ［しない］：自動アクションを抑止しません。
［しない］を選択した場合，［抑止時間］が非活性になります。
デフォルトは［しない］です。
次の条件に一致する場合は，この項目は非活性になります。
• ［パラメーターグループ］に「&」を指定した場合
• ［アクション］が未入力の場合
［遅延監視］
自動アクションの遅延監視をするかどうかを設定します。
• ［する］：アクションの実行遅延を監視します。
［する］を選択した場合，［監視時間］に秒数を指定します。指定した時間内にア
クションが完了しない場合，遅延と判定されます。指定できる値は 1 〜 86,400
秒，デフォルトは 600 秒です。
• ［しない］：アクションの実行遅延を監視しません。
デフォルトは［しない］です。
自動アクションの遅延監視をする場合，アクションの遅延が発生したときに，遅延
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を通知するために，JP1 イベントの発行または通知コマンドの実行が実施されます。
なお，通知方法は，自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）であら
かじめ設定しておく必要があります。
アクションの遅延状況は，［アクション結果］画面，
［アクション結果一覧］画面，
［アクション結果詳細］画面で確認できます。また，アクションが遅延しているかど
うかどうかを，［イベントコンソール］画面で確認できます。
注意事項
自動アクションの遅延監視をする場合には，適切な遅延監視時間を設定してく
ださい。
［コメント］
自動アクション定義に対するコメントを入力します。

1.3.24 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面は，自動アクションの実行条件にイベ
ント拡張情報を指定する場合に使用します。この画面は，
［アクション詳細設定］画面で
［設定］をクリックすると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用でき
ません。［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面を次に示します。
図 1-35 ［アクション詳細設定（イベント拡張情報）
］画面

表示項目を次に示します。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
［拡張属性］
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JP1 イベントの重大度以外の拡張属性を指定します。この項目で指定した拡張属性
の複数の条件，および［重大度］で指定した条件は，すべて AND 条件として扱わ
れます。指定できる拡張属性の属性名および内容の詳細については，
「4.1.2

拡張属

性」を参照してください。
上の二つのボックスは，設定を追加するときに使います。
下の大きなボックスには，すでに設定されている条件が一覧表示されます。
条件を追加する場合は，左上のボックスに属性名を入力し，右上のボックスに属性
値を正規表現で入力して，
［追加］をクリックします。正規表現で「/」を表す場合
は，
「¥/」と記述してください。正規表現の詳細については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

付録 G 正規表

現」を参照してください。
属性名は，先頭が英大文字で，英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成
される 32 バイトまでの名称を指定できます。英小文字が入力されると，自動的に英
大文字に変換されます。
最大 100 組指定できます。
条件を削除する場合は，下のボックスで削除したい条件を選択して，
［削除］をク
リックします。
また，下のボックスに表示されている条件の内容を編集したい場合は，
［拡張属性編
集］画面で編集します。
［拡張属性編集］画面は，下のボックスで編集したい条件を
選択してから［編集］をクリックするか，編集したい条件をダブルクリックすると
表示されます。

1.3.25 ［拡張属性編集］画面
［拡張属性編集］画面では，
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面に表示され
ている，自動アクションの実行条件としてのイベント拡張属性の内容を編集する場合に
使用します。この画面は，［アクション詳細設定（イベント拡張情報）
］画面の下のボッ
クスで編集したい条件を選択してから［編集］をクリックするか，編集したい条件をダ
ブルクリックすると表示されます。［拡張属性編集］画面を次に示します。
図 1-36 ［拡張属性編集］画面

表示項目を次に示します。
左側のボックス
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面で選択した条件の属性名が表示さ
れるので，必要に応じて編集します。
右側のボックス
［アクション詳細設定（イベント拡張情報）］画面で選択した条件の属性値が表示さ
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れるので，必要に応じて編集します。属性値は正規表現で入力します。正規表現で
「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。

1.3.26 ［アクション結果］画面
［アクション結果］画面は，自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面
は，自動アクションが設定されているイベントを［イベントコンソール］画面で選択し，
［表示］−［自動アクション実行結果表示］を選択すると表示されます。
［アクション結果］画面を次に示します。
図 1-37 ［アクション結果］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結
果］画面の実行結果一覧に［種別］が追加され，
［ルール結果詳細］ボタンが追加された
状態で表示されます。

97

1. 画面

図 1-38 ［アクション結果］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。
［イベント ID］
選択した JP1 イベントの ID が表示されます。
［実行結果一覧］
選択した JP1 イベントに設定されている自動アクションの実行結果の一覧が表示さ
れます。
複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］だけです。
アクションを一つ選択してダブルクリックすると，
［アクション結果詳細］画面が表
示されます。
［更新］
［実行結果一覧］の表示内容を更新します。
選択状態にある項目のうち，アクションが再実行された項目は，
［更新］をクリック
すると，選択状態が解除されます。
［抑止契機詳細］
［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」，またはアクション状態に「-RD」，
「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったア
クションの詳細を表示します。
アクション状態に「-RD」，
「-RUD」
，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおり
です。
• 「-RD」
jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，自動アクションサー
ビス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，
アクション再実行用ファイルに出力された場合。
（例：「終了 -RD」
）
• 「-RUD」
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抑止されたアクションについて，
［アクション結果］画面または［アクション結果
一覧］画面の［再実行］をクリックして，アクションが再実行された場合。（例：
「終了 -RUD」）
•「-D」
抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」
の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可 -D）
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］をクリックすると，
［ア
クション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。
詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に
「-RD」
，「-RUD」が付加されている項目です。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。
• アクション状態が「抑止」
，またはアクション状態に「-RD」
，「-RUD」が付加さ
れている項目以外の項目を選択した場合
• 複数の項目を選択した場合
［詳細］
実行結果の詳細な内容を表示します。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］をクリックすると，
［アクション
結果詳細］画面が表示されます。
なお，複数の項目を選択した場合は，このボタンは非活性となります。
［再実行］
［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。
再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」
，「強制終了」
，「実行失敗」
，「抑
止」，
「終了」です。
このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］をクリックします。再実行要求
をするかどうかの確認ダイアログが表示されます。［OK］をクリックすると，選択
した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。
アクションの再実行を要求した場合は，［更新］をクリックして，アクションの状態
を確認することをお勧めします。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。
•「キャンセル」，
「強制終了」，
「実行失敗」，
「抑止」，
「終了」以外のアクション状態
の項目を選択した場合
• 複数の項目を選択した場合
［アクションキャンセル］
アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，「送信待機」
，「キュー
イング」，
「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョ
ンが 07-00 以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
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［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］をクリックします。
アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが
完了します。ただし，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」以外のアクション状
態の項目に対してはキャンセル要求をしません。
アクションのキャンセルを要求した場合は，
［更新］をクリックして，アクションの
状態を確認することをお勧めします。
なお，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」のアクション状態の項目を選択して
いない場合，このボタンは非活性です。
［ルール結果詳細］
JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照する
ために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。
このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されま
す。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド 15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」
また，次の場合，このボタンは非活性となります。
• 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
• 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
• 複数のアクションを選択した場合
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合

1.3.27 ［アクション結果詳細］画面
［アクション結果詳細］画面は，自動アクションの実行結果の詳細な内容を表示します。
この画面は，［アクション結果］画面で，
［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから
［詳細］をクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。また
は，［アクション結果一覧］画面で，
［実行結果一覧］から項目を一つ選択してから［詳
細］をクリックするか，選択した項目をダブルクリックすると表示されます。
［アクション結果詳細］画面を次に示します。
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図 1-39 ［アクション結果詳細］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結
果詳細］画面に［ルール結果詳細］ボタンが追加された状態で表示されます。
図 1-40 ［アクション結果詳細］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。
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［実行結果］
自動アクションの実行結果が表示されます。表示される項目を次に示します。
表 1-10

自動アクションの実行結果詳細
項目

種別
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説明
アクションの種別を示す。属性値には，コマンドを実行した場合は「コ
マンド」，JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知した場合は
「ルール」と表示される。JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場
合にだけ表示される。

アクション通し番号

アクションを識別するための番号。

イベント ID

受信した JP1 イベントのイベント ID。

イベント DB 内通し
番号

受信した JP1 イベントのイベント DB 内通し番号。
ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面
を表示した場合だけ表示される。

イベント登録時刻

受信した JP1 イベントの登録時刻。
ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面
を表示した場合だけ表示される。

イベント到着時刻

受信した JP1 イベントが自サーバに到着した時刻。
ただし，［アクション結果一覧］画面から［アクション結果詳細］画面
を表示した場合だけ表示される。

プロセス ID

実行したアクションのプロセス ID。
系切り替えが発生して，アクション再実行用ファイルにアクションの情
報が記述された場合は，
「OUTPUT」と表示される。

1. 画面

項目

説明

状態

アクションの実行状態を表す次の文字列のどれか。
実行中，終了，状態不明（コマンドの実行結果が不明）
，実行不可（コ
マンド実行前のエラー），実行失敗（コマンド実行時のエラー）
，キュー
イング（先行コマンドの終了待ち）
，送信中，送信待機，抑止，キャン
セル，強制終了
なお，アクションを再実行した場合，またはアクション再実行用ファイ
ルに出力した場合には，次に示すように，状態の後ろに再実行の内容を
示す文字列が表示される。
「-R」：
jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，自動ア
クションサービス起動時にコマンドを再実行した場合。または，ア
クション再実行用ファイルに出力された場合。（例：
「終了 -R」）
「-RU」：
［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面の［再
実行］をクリックして，アクションを再実行した場合。
（例：
「終了
-RU」）
「-RD」：
jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，自動ア
クションサービス起動時に抑止されたアクションについてコマンド
を再実行した場合。または，アクション再実行用ファイルに出力さ
れた場合。
（例：「終了 -RD」）
「-RUD」：
抑止されたアクションについて，［アクション結果］画面または
［アクション結果一覧］画面の［再実行］をクリックして，アク
ションを再実行した場合。（例：
「終了 -RUD」）
「-D」：
抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は
「実行不可」の状態の後ろに「-D」が付く。
（例：実行不可 -D）

遅延

アクションの遅延が発生しているかを表示する。遅延した場合は「遅
延」と表示される。

開始時刻

実行先ホストからアクションの実行を開始したことを受信した時刻。

投入時刻

実行先ホストへアクションを送信した時刻。

終了時刻

実行先ホストからアクションの実行を終了したことを受信した時刻。

終了コード

実行したアクションの終了コード。

アクション

アクションとして実行したコマンド。

ホスト名

アクションを実行したホスト。

［メッセージ］
アクションを実行したときに出力されたメッセージを表示します。
［再実行］
表示しているアクションの再実行を要求します。
再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」
，「強制終了」
，「実行失敗」
，「抑
止」，
「終了」です。このボタンを使用して再実行要求をするには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［再実行］をクリックすると，再実行要求をするかどうかの確認ダイアログが表示さ
れます。［OK］をクリックすると，自動アクションの再実行要求の受け付けが完了

103

1. 画面

します。
アクションの再実行を要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（
［アクション結
果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，
［更新］をクリックして，ア
クションの状態を確認することをお勧めします。
なお，元の画面（
［アクション結果］画面または［アクション結果一覧］画面）から
「キャンセル」，
「強制終了」，
「実行失敗」，
「抑止」，
「終了」以外のアクション状態を
選択してこの画面を表示した場合，このボタンは非活性です。
［アクションキャンセル］
表示しているアクションのキャンセルを要求します。
キャンセルができるアクションの状態は，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」
です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-00 以前の
場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［アクションキャンセル］をクリックすると，アクションのキャンセルを要求するか
どうかの確認ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックすると，自動アクショ
ンのキャンセル要求の受け付けが完了します。
アクションのキャンセルを要求した場合は，この画面を閉じて元の画面（
［アクショ
ン結果］画面または［アクション結果一覧］画面）に戻り，
［更新］をクリックし
て，アクションの状態を確認することをお勧めします。
なお，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」以外のアクション状態の項目を選択
した場合，このボタンは非活性です。
［ルール結果詳細］
JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照する
ために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。
このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されま
す。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

また，次の場合，このボタンは非活性となります。
• 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
• 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合

1.3.28 ［アクション結果一覧］画面
［アクション結果一覧］画面は，ログインしている JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）で設定した自動アクションの実行結果の一覧を表示します。この画面
は，［イベントコンソール］画面で［表示］−［自動アクション結果一覧表示］を選択す
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ると表示されます。
［アクション結果一覧］画面を次に示します。
図 1-41 ［アクション結果一覧］画面

また，JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合は，次のように，［アクション結
果一覧］画面の実行結果一覧に［種別］が追加され，
［ルール結果詳細］ボタンが追加さ
れた状態で表示されます。
図 1-42 ［アクション結果一覧］画面（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効の場合）

表示項目を次に示します。
［実行結果一覧］
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ログインしている JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）で設定した自動
アクションの実行結果の一覧が表示されます。1 行に一つのアクションの実行結果
が表示されます。
アクション結果の表示件数は，
［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示
件数に従います。
複数選択したアクションに対して行える操作は［アクションキャンセル］だけです。
アクションを一つ選択してダブルクリックすると，
［アクション結果詳細］画面が表
示されます。
［対象イベント検索］
［実行結果一覧］で選択した項目のアクションの契機となったイベントを検索しま
す。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［対象イベント検索］をクリックすると，
［イベントコンソール］画面の［イベント検索］ページにアクションの契機となった
イベントが表示されます。
なお，次の場合には，このボタンは非活性となります。
• 複数のアクションを選択した場合
• アクションを選択しない場合
［更新］
［更新］をクリックすると，自動アクションの実行結果の表示内容が更新されます。
「

」
，「

」ボタンで表示位置を変更している場合，変更した表示位置

のまま情報が更新されます。
［更新条件設定］
［更新条件設定］をクリックすると，自動アクションを表示するための条件を変更す
る［アクション結果更新条件設定］画面が表示されます。
［

］
［実行結果一覧］に表示されている項目より前のアクション結果を表示します。アク
ション結果の表示件数は，
［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件数
に従います。
［

］をクリックして表示位置を変更したあとに，
［更新］をク

リック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。
［

］
［実行結果一覧］に表示されているアクション結果を更新します。［
リックすると，
［
なお，
［

］
，［
］
，［

］をク

］で変更した表示位置がリセットされます。
］で表示位置を変更していない場合，このボタンは非

活性です。
［

］
［実行結果一覧］に表示されている項目よりあとのアクション結果を表示します。ア
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クション結果の表示件数は，［アクション結果更新条件設定］画面で指定した表示件
数に従います。［

］をクリックして表示位置を変更したあとに，
［更新］を

クリック（自動更新を含む）すると，現在表示している内容を最新に更新します。
［抑止契機詳細］
［実行結果一覧］でアクション状態が「抑止」
，またはアクション状態に「-RD」，
「-RUD」が付加されている項目を選択した場合に，抑止を開始する契機となったア
クションの詳細を表示します。
アクション状態に「-RD」，
「-RUD」
，「-D」が付加される項目の内容は，次のとおり
です。
•「-RD」
jcoimdef コマンドで -r オプションに OFF 以外を指定し，自動アクションサー
ビス起動時に抑止されたアクションについてコマンドを再実行した場合。または，
アクション再実行用ファイルに出力された場合。
（例：「終了 -RD」）
•「-RUD」
抑止されたアクションについて，
［アクション結果］画面または［アクション結果
一覧］画面の［再実行］をクリックして，アクションが再実行された場合。（例：
「終了 -RUD」）
•「-D」
抑止されたアクションでアクションの状態が「実行不可」の場合は「実行不可」
の状態の後ろに「-D」が付く。（例：実行不可 -D）
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［抑止契機詳細］をクリックすると，
［ア
クション結果詳細］画面が表示され，アクションの詳細を確認できます。
詳細を表示できる項目は，アクションの状態が「抑止」，またはアクション状態に
「-RD」
，「-RUD」が付加されている項目です。
なお，次の場合には，このボタンは非活性です。
• アクション状態が「抑止」
，またはアクション状態に「-RD」
，「-RUD」が付加さ
れている項目以外の項目を選択した場合
• 複数の項目を選択した場合
［詳細］
実行結果の詳細な内容を表示します。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［詳細］をクリックします。クリックする
と，［アクション結果詳細］画面が表示されます。
［再実行］
［実行結果一覧］に表示されているアクションの再実行を要求します。
再実行できるアクションの状態は，「キャンセル」
，「強制終了」
，「実行失敗」
，「抑
止」，
「終了」です。
このボタンを使用して再実行要求をするには，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を一つ選択して［再実行］をクリックします。再実行要求
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をするかどうかの確認ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックすると，選択
した自動アクションの再実行要求の受け付けが完了します。
アクションの再実行を要求した場合は，
［更新］をクリックして，アクションの状態
を確認することをお勧めします。
なお，次の場合は，このボタンは非活性です。
• 「キャンセル」，
「強制終了」，
「実行失敗」，
「抑止」，
「終了」以外のアクション状態
の項目を選択した場合
• 複数の項目を選択した場合
［アクションキャンセル］
［実行結果一覧］で選択した項目のアクションのキャンセルを要求します。
アクションのキャンセルができる項目のアクションの状態は，
「送信待機」，
「キュー
イング」
，「実行中」です。ただし，アクション実行先ホストの JP1/Base のバージョ
ンが 07-00 以前である場合には，キャンセル処理が失敗します。
このボタンを使用してアクションのキャンセルを要求するには，
JP1_Console_Admin 権限または JP1_Console_Operator 権限が必要です。
［実行結果一覧］から項目を選択して［アクションキャンセル］をクリックします。
アクションのキャンセルを要求するかどうかの確認ダイアログが表示されます。
［OK］をクリックすると，選択した自動アクションのキャンセル要求の受け付けが
完了します。ただし，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」以外のアクション状
態の項目に対してはキャンセル要求をしません。
アクションのキャンセルを要求した場合は，
［更新］をクリックして，アクションの
状態を確認することをお勧めします。
なお，
「送信待機」，
「キューイング」，
「実行中」のアクション状態の項目を選択して
いない場合は，このボタンは非活性です。
［ルール結果詳細］
JP1/IM - Rule Operation へルール起動要求を通知したルールの実行結果を参照する
ために，JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面を起動します。
このボタンは，JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定をした場合にだけ表示されま
す。
JP1/IM - Rule Operation 連携用の設定の詳細は，次を参照してください。
JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定手順
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

15.2（1）JP1/IM - Rule Operation 連携機能の有効設定」

また，次の場合，このボタンは非活性となります。
• 選択したアクションの種別が「ルール」でない場合
• 選択したアクションの終了コードが 0 でない場合
• 複数のアクションを選択した場合
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合
なお，［アクション結果一覧］画面を更新した場合に，選択していたアクション結果が再
実行されているときは，選択が解除されます。
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また，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量を超えた場合
は，［アクション結果一覧］画面に表示されているアクション結果の情報が消えることが
あります。これは，実行したアクションの情報量がアクション情報ファイルの設定容量
を超えると，アクション情報ファイルが上書きされるためです。このようなことが頻発
し，運用に差し支える場合は，アクション情報ファイルの容量を大きくすることを検討
してください。アクション情報ファイルの容量の設定，見積もり方法については，
「自動
アクション環境定義ファイル（action.conf.update）」
（3. 定義ファイル）を参照し
てください。

1.3.29 ［アクション結果更新条件設定］画面
［アクション結果更新条件設定］画面は，［アクション結果一覧］画面に自動アクション
の実行結果を表示するための条件を変更するために使用します。
この画面は，［アクション結果一覧］画面で［更新条件設定］をクリックすると表示され
ます。
バージョン 07-10 以前の JP1/IM - Central Console に接続している場合は，互換用の画
面が表示されます。互換用の画面については，旧バージョンのマニュアルを参照してく
ださい。また，バージョン 07-10 以前からバージョンアップインストールした JP1/IM Manager（JP1/IM - Central Console）に接続しても，バージョン 07-10 以前の［アク
ション結果更新条件設定］画面に設定していた内容は引き継がれません。
［アクション結果更新条件設定］画面を次に示します。

109

1. 画面

図 1-43 ［アクション結果更新条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［更新方法］
［更新内容］を更新する方法を，自動更新または手動更新のどちらかを指定します。
自動更新する場合は，
［自動更新］を選択して［更新間隔］に何分単位で自動更新す
るかを指定します。指定できる値は 1 〜 1,440 分，デフォルトは 1 分です。
自動更新をしない場合は，
［手動更新］を選択します。この場合，［更新間隔］は非
活性です。
更新方法のデフォルトは，
［手動更新］です。
［更新内容］
アクション結果の取得方法を，次の四つの中から指定します。
［最新のアクション結果］
最新のアクション結果を取得する場合は，［最新のアクション結果］を選択しま
す。最新のアクション結果が［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［アクション通し番号指定］
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指定したアクション通し番号のアクション実行結果を取得する場合は，
［アク
ション通し番号指定］を選択して，アクション通し番号を指定します。その後，
指定したアクション通し番号を基準に，そのアクションの以前または以降のど
ちらを表示対象とするかを指定します。アクション通し番号で指定できる値は
1 〜 2,147,483,647 です。
［以前］を指定した場合は，基準アクション通し番号以前に登録されたアクショ
ン結果，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以降］を指定した場合は，基準アクション通し番号以降に登録されたアクショ
ン結果，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［イベント登録時刻指定］
指定した時刻内に登録されたイベントのアクション実行結果を取得する場合は，
［イベント登録時刻指定］を選択して，JP1 イベントが発行元ホストのイベント
DB に登録された時刻を指定します。
基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定
します。
［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に登録されたイベントのアクション結
果が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に登録されたイベントのアクション結
果が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00 から GMT 2038/01/19 03:14:07
までです。ただし，画面上で入力できる時刻の範囲は，使用しているマシンで
のデフォルトのタイムゾーンです。
例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる範囲は，次のようになりま
す。
1970/01/01 09:00:00 〜 2038/01/19 12:14:07
［イベント到着時刻指定］
指定した時刻内に到着したイベントのアクション実行結果を取得する場合は，
［イベント到着時刻指定］をチェックして，JP1 イベントが自サーバに到着した
時刻を指定します。
基準時刻を入力し，その時刻の以前または以後のどちらを対象とするかを指定
します。
［以前］を指定した場合は，基準時刻以前に到着したイベントのアクション結果
が，新しいものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
［以後］を指定した場合は，基準時刻以後に到着したイベントのアクション結果
が，古いものから［表示件数］で指定した件数分取得されます。
指定できる時刻は，GMT 1970/01/01 00:00:00 から GMT 2038/01/19 03:14:07
までです。ただし，画面上で入力できる時刻の範囲は，使用しているマシンで
のデフォルトのタイムゾーンです。
例えば，GMT+9（日本時刻）のマシンで入力できる範囲は，次のようになりま
す。
1970/01/01 09:00:00 〜 2038/01/19 12:14:07

111

1. 画面

［表示件数］
［アクション結果一覧］画面に表示するアクションの最大数を指定します。指定でき
る値は 1 〜 200 件，デフォルトは 20 件です。
［ホスト名］
アクションを実行したホスト名を指定する場合は，
［ホスト名］をチェックしてか
ら，255 バイト以内で指定します。複数のホスト名を指定する場合は，コンマで区
切って指定します。最大 10 個のホスト名を指定できます。
使用できる文字は，半角英数字，半角アンダーバー（_），半角ハイフン（-）
，半角
ピリオド（.）
，半角コンマ（,），および全角文字です。半角コンマ（,）は，複数の
ホスト名を指定するときの文字区切り文字として使用します。
なお，ホストグループ名は指定できません。
［状態］
アクションの実行状態を指定する場合は，
［状態］をチェックしてから，必要な状態
の項目をチェックします。複数の状態を指定できます。
状態の項目には，
「送信待機」「送信中」
「キューイング」「実行中」
「キャンセル」
「強制終了」「実行不可」
「実行失敗」「抑止」
「その他」および「終了」があります。
それぞれの状態には，
「-R」，
「-RU」，
「-RD」
，「-RUD」，または「-D」が付いた状態
も含まれます。例えば，
［実行中］をチェックすると，「実行中」
，「実行中 -R」
，「実
行中 -RU」
，「実行中 -RD」
，および「実行中 -RUD」の状態のアクションが表示され
ます。
状態の詳細については，
「1.3.27［アクション結果詳細］画面」の［実行結果］の状
態を参照してください。
「終了」を指定した場合は，終了コードの条件を指定できます。［0］
［0 以外］
［指定
なし］のどれかを選択できます。
［キャンセル状態］
アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを
［アクション結果一覧］画面に表示する場合は，［キャンセル状態］をチェックして
から，
「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示するかどうか
を選択します。
「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表示する場合は，［含む］
を選択して，表示するアクションの状態のチェックボックスをチェックします。
［キャンセル中］チェックボックスと［キャンセル失敗］チェックボックスは，複数
指定できます。
アクションの状態が「キャンセル中」および「キャンセル失敗」のアクションを表
示しない場合は，
［含まない］を選択します。
デフォルトは［含まない］です。

1.3.30 ［コマンド実行］画面
［コマンド実行］画面は，監視対象ホストにコマンドを実行するために使用します。
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［コマンド実行］画面を起動するには，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限が必要です。この画面は，［イベントコンソール］画面で
［オプション］−［コマンド実行］を選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/
IM - View を使用している場合には使用できません。［コマンド実行］画面を次に示しま
す。
図 1-44 ［コマンド実行］画面

表示項目を次に示します。
［実行ホスト名］
コマンドを実行するホスト名を 255 バイト以内で指定します。実行ホスト名にはシ
ステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定します。
ホスト名には，ホストグループ名も指定できます。ホストグループ定義ファイル中
に定義したホストグループ名を指定してください。
過去に指定したホストをリストボックスから選択できます。過去に指定したホスト
は，ビューアーごとに各ユーザー最大 5 件保存されます。
［実行コマンド］
実行するコマンドラインを指定します。
指定できるコマンドラインは，最大 4,096 バイトです。ただし，JP1/IM - View から
実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用しているシステムによっ
て変わります。
コマンド実行の実行経路上のホスト（実行元マネージャーホスト，実行先ホスト含
む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合には，コマン
ドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。1,024 バイトを超える値を
指定していた場合，コマンド実行に失敗します。詳細については，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド 6.3.3（1）
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注意事項」を参照してください。
指定できるコマンドの種類を次に示します。
コマンドを実行するホストが Windows の場合
• 実行形式ファイル (.com，.exe)
• バッチファイル (.bat)
• JP1/Script のスクリプトファイル (.spt) （ただし .spt ファイルが実行可能
なよう関連づけが設定されていること）
コマンドを実行するホストが UNIX の場合
• UNIX のコマンド
• シェルスクリプト
ただし，次のようなコマンドは実行できません。
• 対話操作を必要とするコマンド
• 画面を表示するコマンド
• エスケープシーケンスや制御コードを伴うコマンド
• デーモンなどの，終了しないコマンド
• Windows メッセージ機構や DDE など，デスクトップとの対話が必要なコマンド
（Windows の場合）
• shutdown や halt など，OS をシャットダウンするコマンド
過去に指定したコマンドラインは，リストボックスから選択もできます。過去に指
定したコマンドラインは，ビューアーごとに各ユーザー最大 5 件保存されます。
［履歴のクリア］
過去に指定したコマンドラインをリストボックスから削除します。過去に使用した
コマンドの履歴を残したくない場合に使用します。
［環境変数ファイル］
コマンド実行先ホストに保存されている環境変数ファイルの名称を 255 バイト以内
で，フルパスで指定します。
指定したファイルに従って環境変数を設定してから，コマンドが実行されます。
［実行］
指定したコマンドを実行します。
［実行結果］
コマンドの実行結果が表示されます。コマンドを実行した時刻，実行したホスト名，
コマンドの標準出力メッセージ，コマンドの標準エラー出力メッセージが表示され
ます。時刻，ホスト名，メッセージの項目をクリックすることで，各項目でソート
表示できます。
［コマンド実行］画面を終了しないで，続けてコマンドを実行した場合は，前の実行
結果に続けて，結果を表示します。
［実行結果］ボックスには，最大で［ユーザー環境設定］画面の［実行結果表示行
数］で指定した行まで，実行結果が表示されます。最大行数を超えた場合は，ソー
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ト表示中でも古い実行結果から消去されます。
［クリア］
［実行結果］に表示されているコマンドの実行結果を削除します。

1.3.31 ［イベント情報マッピング定義］画面
［イベント情報マッピング定義］画面では，イベント一覧の表示項目の欄に固有の拡張属
性の内容を表示するために，表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを設定します。
［イベント情報マッピング定義］画面を起動するには，JP1_Console_Admin 権限が必要
です。この画面は，
［イベントコンソール］画面で［オプション］−［イベント情報マッ
ピング定義］を選択すると表示されます。WWW ページ版の JP1/IM - View では使用で
きません。［イベント情報マッピング定義］画面を次に示します。
図 1-45 ［イベント情報マッピング定義］画面

表示項目を次に示します。
［マッピング］
表示項目と固有の拡張属性とのマッピングを有効にするかどうかを指定します。有
効にする場合は，［する］をチェックします。
［定義一覧］
設定済みのイベント情報マッピング定義の一覧が表示されます。1 行に一つのマッ
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ピング定義が表示されます。最大 16 個のイベント情報マッピング定義を設定できま
す。
一つのイベント情報マッピング定義をダブルクリックすると，
［イベント情報マッピ
ング詳細定義］画面が表示されます。
［追加］
新規にイベント情報マッピング定義を追加する場合は，
［追加］をクリックします。
クリックすると，
［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。
［編集］
既存のイベント情報マッピング定義を編集する場合は，編集したいイベント情報
マッピング定義を［定義一覧］で選択し，
［編集］をクリックします。クリックする
と，
［イベント情報マッピング詳細定義］画面が表示されます。
［削除］
既存のイベント情報マッピング定義を削除する場合は，削除したいイベント情報
マッピング定義を［定義一覧］で選択し，
［削除］をクリックします。

1.3.32 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面
［イベント情報マッピング詳細定義］画面では，表示項目と固有の拡張属性とのマッピン
グを設定するために，個々のイベント情報マッピングを定義します。
この画面は，［イベント情報マッピング定義］画面で，
［追加］または［編集］をクリッ
クするか，［定義一覧］からイベント情報マッピング定義を選択してダブルクリックする
と表示されます。［イベント情報マッピング詳細定義］画面を次に示します。
図 1-46 ［イベント情報マッピング詳細定義］画面

表示項目を次に示します。
［表示項目］
イベント一覧のどの表示項目に固有の拡張属性をマッピングするかを選択します。
選択できる項目は，
［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページ，［重要
イベント］ページ，および［イベント検索］ページのイベント一覧に表示できる次
の項目です。
発行元プロセス ID，到着時刻，発行元ユーザー ID，発行元グループ ID，発行元
ユーザー名，発行元グループ名，登録ホスト名，発行元イベント DB 内通し番号，
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重大度，ユーザー名，プロダクト名，オブジェクトタイプ，オブジェクト名，登録
名タイプ，登録名，事象種別，開始時刻，終了時刻
指定例：登録ホスト名
［固有の拡張属性名］
マッピングする固有の拡張属性の名前を指定します。固有の拡張属性名については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 機能拡張 付録 A JP1 イベ
ントの属性の設定基準」を参照してください。
指定できる文字は，32 バイトまでの，半角英大文字，半角数字，および半角のアン
ダーバー（_）です。英小文字が入力されると，自動的に英大文字に変換されます。
先頭の文字は，英大文字にします。拡張属性を表す「E」は不要です。
一つの表示項目には，一つだけの固有の拡張属性をマッピングできます。
到着時刻，開始時刻，および終了時刻に固有の拡張属性をマッピングするときは，
属性値が数値（UTC 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの秒数 0 〜 2,147,483,647）で
ある属性名を指定します。数値以外，または範囲外の数値を持つ属性を指定した場
合は，元の属性が表示されます。
指定例：LOGHOST
［イベント ID］
マッピングを行う JP1 イベントのイベント ID を指定します。
8 桁以内の 16 進数で指定します。指定できる範囲は，0 〜 7FFFFFFF です。
複数のイベント ID を指定する場合は，コンマで区切って 100 個まで指定できます。
指定例1：3FFF
指定例2：12345B,7FFFFFFF
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1.4 ［監視ツリー］画面
［ログイン］画面で［セントラルスコープ］を選択し，JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Scope）にログインするか，［イベントコンソール］画面のツールバーで
をクリックすると，
［監視ツリー］画面が表示されます。この節で説明する内
容は，WWW ページ版の JP1/IM - View では使用できません。なお，ログインしている
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）のバージョンによっては，非活性であっ
たり，非表示であったりする画面，ボタンおよび項目があります。詳細については，マ
ニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド 付録 H
下位バージョンとの接続性」を参照してください。
［監視ツリー］画面は，ツリーによって視覚的にシステムの状態を一元監視するための画
面です。監視対象を業務やサーバ単位でグループ化できるため，システム管理者は，こ
れらの画面で障害が発生しているアイコンをドリルダウンすることによって，障害原因
の特定や，障害の影響を受ける業務を分析することができます。また，関連プログラム
も［監視ツリー］画面から起動できます。
［監視ツリー］画面の表示例を次に示します。
図 1-47 ［監視ツリー］画面

表示項目を次に示します。
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タイトルバー
［監視ツリー］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。
バージョン情報
［監視ツリー］画面に監視ツリーのデータバージョンが表示されます。
バージョン情報は，サーバの監視ツリーのデータバージョンです。製品のバー
ジョンではありません。
ログイン情報
ログイン情報が次のように表示されます。
ログイン情報：ユーザー名＠ホスト名（またはIPアドレス）
アラームランプ
監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。
アラームランプが点滅する条件を次の表に示します。
表 1-11 アラームランプが点滅する条件
最上位監視ノードの設定
監視／非監視

アラームランプ

状態

監視

警告，正常，デバッグ，初期状態

消灯

監視

緊急，警戒，致命的，エラー

点滅

非監視

初期状態※

消灯

注※

非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

ツールバー
［監視ツリー］画面でよく使う機能をボタンにしています。
［ツリーを最新状態に更新］ボタン
接続先の JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）からツリー構成情報を
読み込み，監視ツリーを最新の状態に更新して表示します。監視ツリーを開い
ていた場合，ツリーを更新すると，最上位監視ノードの一つ下の監視ノードだ
けが（下位監視ノードは閉じて）表示されます。
［ビジュアル監視］ボタン
［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。
［統合機能メニュー起動］ボタン
［統合機能メニュー］画面を表示します。
［セントラルコンソール起動］ボタン
［イベントコンソール］画面を表示します。
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［ヘルプ］ボタン
オンラインマニュアルを表示します。
［監視ツリー］画面のツールバーは，三つの定義ファイルを編集することで，カスタ
マイズできます。詳細については，下記を参照してください。
参照先：
「起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）」
（3. 定義ファイ
ル）
参照先：
「ツールバー定義ファイル（!JP1_CS_FTOOL0.conf）」
（3. 定義ファイ
ル）
参照先：
「アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）」
（3. 定義ファイ
ル）
ツリー表示領域
監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示
領域に表示される項目を次に示します。
表 1-12

ツリー表示領域の項目
表示項目

説明

+

監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示さ
れる記号です。
+ を選択すると，監視グループ下のツリーが展開されます。ツリーが展
開されると - に変わります。

-

監視グループ下に監視ノードがあるときに監視グループの横に表示さ
れる記号です。
- を選択すると，展開されたツリーが閉じます。ツリーを閉じると +
アイコンに変わります。

監視グループ

配下に監視ノードがあるときは，+ 記号または - 記号が横に表示され
ます。
監視グループを選択すると，詳細表示領域にその監視グループの子
ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には何
も表示されません。
監視グループ下のツリーが閉じた状態で監視グループをダブルクリッ
クすると，ツリーが展開されます。
監視グループ下のツリーが展開された状態で監視グループをダブルク
リックすると，ツリーが閉じます。

監視オブジェクト

+ 記号 - 記号が横に表示されません。
監視オブジェクトを選択すると，詳細表示領域にその監視オブジェク
トの詳細情報が表示されます。
監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの
属性（
［プロパティ］画面）が表示されます。

仮想ルートノード

監視ツリーの監視範囲設定が有効になっている場合，ツリーの最上位
に， （または
）が表示されます。
仮想ルートノードを選択すると，詳細表示領域に仮想ルートノードの
子ノードが表示されます。子ノードがない場合は，詳細表示領域には
何も表示されません。
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詳細表示領域
ツリー表示領域で選択した監視グループ（または仮想ルートノード）の子ノード，
またはツリー表示領域で選択した監視オブジェクトの詳細（監視ノード名，監視
ノード種別，状態，監視，状態更新日時）が表示されます。
マップ表示に，

をクリックすると

をクリックすると詳細表示に切り替えることができます。

監視グループをダブルクリックすると，その子ノードが表示されます。また，ツ
リー表示領域もダブルクリックした監視グループの下のツリーが展開された状態に
なります。
監視オブジェクトをダブルクリックすると，その監視オブジェクトの属性（［プロパ
ティ］画面）が表示されます。
詳細表示の状態で，メニューから［表示］−［ソートステータス］の［ソート済み］
にチェックしている場合は，状態によってソート表示されます。状態は，「緊急」
「警戒」
「致命的」「エラー」
「警告」「正常」
「デバッグ」「初期状態」の順になりま
す。
詳細表示領域に表示される項目を次に示します。
表 1-13

詳細表示領域の項目

表示項目
アイコン

説明
監視ノードのアイコンが表示されます。
なお，マップ表示時に，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場
合，監視ノード ID の大きい方が前面に表示されます。［ビジュアルア
イコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合，［監視ツ
リー ( 編集中 )］で設定した順序で表示されます。

ビジュアルアイコン

［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている
場合，監視ノードのビジュアルアイコンが表示されます。
この項目は，マップ表示時だけ表示されます。
なお，ほかのビジュアルアイコンと重なったビジュアルアイコンがあっ
た場合，
［監視ツリー ( 編集中 )］で設定した順序で表示されます。

監視ノード名

監視ノードの名称が表示されます。

監視ノード種別

監視ノードの種別が表示されます。監視グループの場合は「監視グルー
プ」，監視オブジェクトの場合は「AJS2 監視」
「SSO 監視」
「汎用オブ
ジェクト」と表示されます。この項目は，マップ表示時には表示されま
せん。

状態

監視ノードの状態が表示されます。表示される状態は「緊急」
「警戒」
「致命的」
「エラー」
「警告」「正常」
「デバッグ」「初期状態」のどれかで
す。
この項目は，マップ表示時には表示されません。

監視

監視ノードの監視状態が表示されます。監視状態は「監視」
「非監視」
のどちらかです。
この項目は，マップ表示時には表示されません。

状態更新

監視ノードの状態が更新された日付が表示されます。
この項目は，マップ表示時には表示されません。

［上の監視グループへ］ボタン
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ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視ノードを選択します。ツ
リー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカスが
移動した監視グループの詳細が表示されます。
［アイコン表示］ボタン
ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報
を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンは，［監視ツリー ( 編集中 )］画
面で設定された位置に従います。この画面でもアイコンの位置を動かすことは
できますが，この画面をいったん閉じて再度表示させた場合は，
［監視ツリー (
編集中 )］画面で設定された位置に従います。
［詳細表示］ボタン
ツリー表示領域で選択されている監視ノードの情報を詳細表示領域に詳細表示
します。
［矩形選択］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合に
クリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタ
ンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが
選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。
［等間隔に整列］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等間隔に整列し
ます。この画面をいったん閉じて，再度表示させた場合は，
［監視ツリー ( 編集
中 )］画面で設定された位置に従います。詳細表示されている場合は，このボタ
ンは非活性です。
［状態変更イベント検索］
ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイ
ベントを［イベントコンソール］画面に表示します。ユーザーフィルターの設
定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。仮想ルー
トノードを選択している場合は，このボタンは非活性です。
ポップアップメニュー
ツリー表示領域および詳細表示領域では監視ノードを選択してマウスの右ボタンを
クリックすると，ポップアップメニューを表示できます。仮想ルートノードを選択
している場合，ポップアップメニューは表示されますが，選択できるメニュー項目
はありません。
なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。
［表示順序］
［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選
択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選
択できます。
監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面を
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いったん閉じて，再度表示させた場合は，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面で設定
された表示順序に戻ります。
• ［最前面へ移動］
選択している監視ノードを最前面に表示します。
• ［前面へ移動］
選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り上げます。
• ［背面へ移動］
選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り下げます。
• ［最背面へ移動］
選択している監視ノードを最背面に表示します。
そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照
してください。
次に，［監視ツリー］画面のメニュー項目を説明します。
表 1-14 ［監視ツリー］画面のメニュー項目
メ
ニュー
ファイ
ル

コマンド

機能

監視ツリーの状
態を保存

表示している監視ノードの状態（正常，エラーなど）および共通
条件を，ツリー構成ファイルとして CSV 形式のファイルでロー
カルに保存できます。監視ツリーの監視範囲設定が有効になって
いる場合，このメニューは選択できません。

セントラルコン
ソール起動

［イベントコンソール］画面を起動します。
［イベントコンソール］画面の起動時，JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Scope）にログイン中の JP1 ユーザーでログインし
ます。このとき，［ログイン］画面は表示されません。
同一プロセスで［イベントコンソール］画面が表示中の場合は，
［イベントコンソール］画面が最前面に表示されます。

閉じる

［ファイル］−［セントラルコンソール起動］，または
ボタンを使って［イベントコンソール］画面を表示し
ている場合は，次のように動作します。
• ［監視ツリー］画面が非表示になります。
• ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合は，その画面
は表示されたままになります。
［ファイル］−［セントラルコンソール起動］
，または
ボタンを使って［イベントコンソール］画面を表示し
ていない場合は，次のように動作します。
• 「KAVB0122-I このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）
します。よろしいですか？」のダイアログが表示され，［はい］
をクリックすると，ログアウトします。
• ［統合機能メニュー］画面が表示されている場合，その画面は
閉じます。
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メ
ニュー

操作

コマンド

機能

終了（ログアウ
ト）

接続中の JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）からログ
アウトし，表示中の画面を終了します。
［イベントコンソール］
画面が表示されている場合は，
［監視ツリー］画面終了後に［イ
ベントコンソール］画面を終了します。

状態変更

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの状態をチェック
マークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択
することで，監視ノードの状態を変更できます。

監視状態変更

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの監視状態を
チェックマークで表示します。
監視状態は次の 2 種類です。
• 監視
監視ノードを監視に設定します。
• 非監視
監視ノードを非監視に設定します。
チェックマークの付いていない監視状態を選択することで，監視
ノードの監視状態を変更できます。
子ノードを持つ親監視ノードの監視状態を変更した場合，すべて
の子ノードの監視状態も変更されます。

表示
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アイコン表示

［監視ツリー］画面で選択している監視グループまたは監視オブ
ジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示します。
アイコンは，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面で設定された位置に従
います。
この画面でもアイコンの位置を動かすことはできますが，この画
面をいったん閉じて再度表示させた場合は，
［監視ツリー ( 編集
中 )］画面で設定された位置に従います。

詳細表示

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの情報を，詳細表
示領域に詳細表示します。

ビジュアルアイ
コンを使用

ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで表示
します。
チェックマークを付けている場合は，詳細表示領域（マップ表示
時）および［ビジュアル監視］画面で，監視グループまたは監視
オブジェクトに設定しているビジュアルアイコンを表示できま
す。

等間隔に整列

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを，一時的に等
間隔に整列します。この画面をいったん閉じて，再度表示させた
場合は，［監視ツリー ( 編集中 )］画面で設定された位置に従いま
す。

ビジュアル監視

［ビジュアル監視画面を開く］画面を表示します。

検索

［監視ツリー］画面で，監視グループが選択されている場合に，
［検索］画面を表示します。
すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示しま
す。
［監視ツリー］画面で，監視オブジェクトまたは仮想ルートノー
ドが選択されている場合，このメニューは選択できません。

ガイド

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［ガイド］画面
を表示します。対応するガイド情報がない場合，［ガイド］画面
は表示されません。
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メ
ニュー

オプ
ション

ヘルプ

コマンド

機能

状態変更イベン
ト検索

ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原
因となったイベントを［イベントコンソール］画面に表示しま
す。すでに［イベントコンソール］画面が表示されている場合
は，最前面に表示します。ユーザーフィルターの設定については
［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。

ツリーを最新状
態に変更

接続先の JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）からツ
リー構成情報を読み込み，最新の状態で再表示します。
［監視ツ
リー］画面の構成が変更された場合，［監視ツリー］画面の最上
位の監視ノードが初期選択されます。

プロパティ

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］
画面を，
［全般］ページが表示された状態で表示します。

ソートステータ
ス

状態更新日時の順に表示されている監視ノードの一覧を，状態に
よってソートします。
［ソート済み］にチェックマークを付けて
いる場合は，
「緊急」「警戒」
「致命的」
「エラー」
「警告」
「正常」
「デバッグ」
「初期状態」の順にソート表示されます。同じ状態の
場合は，状態更新日時の順に表示されます。［未ソート］に
チェックマークを付けている場合は，状態更新日時の順に表示さ
れます。
ソート表示の対象となる画面は，
［監視ツリー］画面の詳細表示
領域，
［検索］画面の検索結果一覧です。

矩形選択

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選
択します。チェックマークで選択した状態でマップ上をマウスの
左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入った
すべてのアイコンが選択されます。

基本情報

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］
画面を，
［基本情報］ページが表示された状態で表示します。

状態変更条件

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］
画面を，
［状態変更条件］タブが選択された状態で表示します。

共通条件設定

［共通条件設定］画面を表示します。
［共通条件設定］画面では，
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）が管理する共通条
件を追加，削除，編集または参照できます。
このメニューは，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけ
が使用できます。

イベント発行条
件

［監視ツリー］画面で選択している監視ノードの［プロパティ］
画面を，
［イベント発行条件］タブが選択された状態で表示しま
す。

ツリー編集

［監視ツリー ( 編集中 )］画面が表示されます。［監視ツリー ( 編
集中 )］画面では，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）
に接続していない状態で監視ツリーを編集できます。

ログインユー
ザー一覧

［ログインユーザー一覧］画面を表示します。JP1/IM - Manager
（JP1/IM - Central Scope）にログイン中のユーザー一覧が表示さ
れます。

統合機能メ
ニュー起動

［統合機能メニュー］画面を表示します。

目次

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。
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1.4.1 ［ビジュアル監視画面を開く］画面
［ビジュアル監視画面を開く］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュア
ル監視画面を一覧表示し，どの画面を開くか一覧から選択できます。この画面は，次の
操作で表示されます。
•［監視ツリー］画面で［表示］−［ビジュアル監視］を選択する。
•［監視ツリー］画面のツールバーで
•［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面の

をクリックする。
をクリックする。

［ビジュアル監視画面を開く］画面を次に示します。なお，
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］
画面からこの画面を表示した場合，［表示中］列は表示されません。
図 1-48 ［ビジュアル監視画面を開く］画面

一覧から表示したい画面名を選択し，［OK］をクリックすると，指定したビジュアル監
視画面が表示されます。
すでに表示されているビジュアル監視画面がある場合に，［ビジュアル監視画面を開く］
画面を［監視ツリー］画面から表示したときは，画面名の前にチェックマークが付きま
す。
監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合，表示できる監視ノードが一つも配置されてい
ないビジュアル監視画面は，一覧に表示されません。

1.4.2 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面
［ビジュアル監視画面一覧編集］画面は，ビジュアル監視データに登録されているビジュ
アル監視画面を一覧表示し，一覧で選択したビジュアル監視画面を削除したり，表示す
る順序を変更したりできます。削除，および表示する順序の変更は，JP1 資源グループ
が JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
この画面は，［監視ツリー ( 編集中 )］画面で［編集］−［ビジュアル監視画面一覧編集］
を選択すると表示されます。
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［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を次に示します。
図 1-49 ［ビジュアル監視画面一覧編集］画面

表示項目を次に示します。
［上へ］
選択したビジュアル監視画面名を１行上へ移動します。
［下へ］
選択したビジュアル監視画面名を１行下へ移動します。
［削除］
選択したビジュアル監視画面名を削除します。
［OK］
［上へ］
，［下へ］または［削除］をクリックした時点では，
［ビジュアル監視画面一
覧編集］画面の表示が変更されただけで，サーバ上のデータは変更されていません。
［OK］をクリックすると，サーバ上のデータが更新され，［ビジュアル監視画面を開
く］画面の表示も更新されます。

1.4.3 ［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面
監視ノードを監視画面上にアイコンとして貼り付け，貼り付けたアイコンに相当する業
務を画面上で監視できるようにした画面です。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面から監視
ノードをドラッグアンドドロップすることで監視ノードを配置できます。JP1/IM Manager（JP1/IM - Central Scope）からビジュアル監視データの取得，JP1/IM Manager（JP1/IM - Central Scope）へのビジュアル監視データの保存は，JP1 資源グ
ループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。
この画面は，［監視ツリー ( 編集中 )］画面で［編集］−［新規ビジュアル監視画面作成］
を選択すると表示されます。
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面の背景画像は自由に設定できます。背景画像は，［背景
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画像設定］画面で指定してください。なお，作成した背景画像を使用する場合は，JP1/
IM-View を使用するビューアーホストへ背景画像を配布してください。
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面の表示例を次に示します。
図 1-50 ［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面

表示項目を次に示します。
［矩形選択］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にク
リックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでド
ラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されま
す。
［アイコン削除］ボタン
監視ポイント表示領域で選択した監視ノードアイコンを削除します。削除されるの
は，監視ポイント表示領域のアイコンであり，監視ツリーからは削除されません。
監視ノードが選択されている状態で使用できます。
［背景画像設定］ボタン
監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。
読み込める背景画像は，View パス ¥image¥map¥ にある JPEG，GIF，PNG 形式の
画像ファイルです。
［ビジュアル監視データを開く］ボタン
ローカルにあるビジュアル監視データを読み込みます。
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［ビジュアル監視データを保存］ボタン
ビジュアル監視データをローカルファイルに保存します。
［サーバからビジュアル監視データを取得］ボタン
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）上のビジュアル監視データを読み込
みます。JP1 資源グループが JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つ
ユーザーだけが使用できます。
［ビジュア
また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。
ル監視画面を開く］画面が表示されます。
［サーバのビジュアル監視データを更新］ボタン
［ビジュアル監視（編集中）
］画面で編集したビジュアル監視データを JP1/IM Manager（JP1/IM - Central Scope）上に反映します。JP1 資源グループが
JP1_Console で，JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できます。
また，［ログイン］画面が表示されますので，ログイン※してください。
監視ポイント表示領域
［監視ツリー ( 編集中 )］画面からドラッグアンドドロップで，監視ノードを最大
128 個配置できます。配置したアイコンはドラッグで移動できます。
背景の画像はマウスの左ボタンのドラッグで移動できます。
［画面名］
表示しているビジュアル監視画面の名称が表示されます。1 〜 63 バイトの名称が入
力できます。
［コメント］
表示しているビジュアル監視画面のコメントが表示されます。80 バイトまでのコメ
ントが入力できます。
注※ ［監視ツリー（編集中）］画面の［ファイル］−［ログイン情報を保持する］を
チェックしておくと，一度ログインすれば，ログアウトするまでユーザー名・パスワー
ド・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ接続操作でのログイン画面は表示さ
れません。
ポップアップメニュー
監視ポイント表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップアップメ
ニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示します。
［監視状態変更］
選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できま
す。
［表示順序］
［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選
択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選
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択できます。
監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。
•［最前面へ移動］
選択している監視ノードを最前面に表示します。
•［前面へ移動］
選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り上げます。
•［背面へ移動］
選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り下げます。
•［最背面へ移動］
選択している監視ノードを最背面に表示します。
［アイコン削除］
監視ノードが選択されている場合に選択できます。

をクリックしてできる

操作と同じように，監視ノードアイコンを削除します。
［検索］
監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示しま
す。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視
オブジェクトが選択されている場合は選択できません。
［プロパティ］
監視ノードが選択されている場合に選択できます。監視ノードの［プロパティ］
画面を，［全般］タブが選択された状態で表示します。
［背景画像設定］
監視ポイント表示領域の背景画像を読み込みます。

をクリックしてできる

操作と同じです。このポップアップメニューは，アイコンが選択されていない
場合にだけ表示されます。

1.4.4 ［ビジュアル監視］画面（監視用）
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面で貼り付けられたアイコンに相当する業務を監視する
画面です。必要に応じて監視ノードの状態変更，ガイド情報の表示，検索などができま
す。
この画面は，［ビジュアル監視画面を開く］画面で画面名を選択し，
［OK］をクリックす
ると表示されます。
監視ツリーの監視範囲設定を有効にしている場合，ログインしている JP1 ユーザーがア
クセス権限を持つ監視ノードのアイコンだけ表示されます。監視中にビジュアル監視画
面を更新した結果，アクセス権限のある監視ノードが一つもなくなった場合，ダイアロ
グが表示されて［ビジュアル監視］画面が閉じます。
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図 1-51 ［ビジュアル監視］画面（監視用）

表示項目を次に示します。
アラームランプ
監視している業務システムで何らかの障害が発生した場合に点滅します。
アラームランプが点滅する条件を次の表に示します。
表 1-15

アラームランプが点滅する条件
［ビジュアル監視］画面上の監視ノードの設定

監視／非監視

アラームランプ

状態

監視

警告，正常，デバッグ，初期状態

消灯

監視

緊急，警戒，致命的，エラー

点滅

非監視

初期状態※

消灯

注※

非監視の監視ノードの状態は常に初期状態です。

監視ポイント表示領域
監視ノードのアイコンを表示します。
アイコンに対応する監視ノードに障害が発生すると，アイコンの背景色が変わりま
す。アイコンをダブルクリックすると，［監視ツリー］画面の表示が，アイコンに対
応した監視ノードが選択された状態になります。
なお，ほかのアイコンと重なったアイコンがあった場合，監視ノード ID の大きい方
が前面に表示されます。［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが
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付いている場合，
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面で設定した順序で表示されます。
［矩形選択］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合にク
リックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタンでド
ラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが選択されま
す。
ポップアップメニュー
監視ポイント表示領域では，アイコンを選択してマウスの右ボタンをクリックする
と，ポップアップメニューを表示できます。ポップアップメニュー項目を次に示し
ます。
［状態変更］
選択している監視ノードの状態をチェックマークで表示します。チェックマー
クの付いていない状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。
［監視状態変更］
選択している監視ノードの監視状態を［監視］または［非監視］に変更できま
す。
［表示順序］
［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選
択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選
択できます。
監視ノードの表示順序を次のメニューから一時的に変更できます。この画面を
いったん閉じて，再度表示させた場合は，［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面で
設定された表示順序に戻ります。
•［最前面へ移動］
選択している監視ノードを最前面に表示します。
•［前面へ移動］
選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り上げます。
•［背面へ移動］
選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り下げます。
•［最背面へ移動］
選択している監視ノードを最背面に表示します。
［検索］
監視グループが選択されている場合に選択できます。［検索］画面を表示しま
す。すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。監視
オブジェクトが選択されている場合は選択できません。
［ガイド］
選択している監視ノードの［ガイド］画面を表示します。対応するガイド情報
がない場合，［ガイド］画面は表示されません。
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［状態変更イベント検索］
ユーザーフィルターで設定されている条件に従い，状態変更の原因となったイ
ベントを［イベントコンソール］画面に表示します。すでに［イベントコン
ソール］画面が表示されている場合は，最前面に表示します。ユーザーフィル
ターの設定については［ユーザーフィルター設定］画面で確認してください。
［プロパティ］
選択している監視ノードの［プロパティ］画面を，
［全般］タブが選択された状
態で表示します。

1.4.5 ［背景画像設定］画面
［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン
表示］にしたときに表示される背景を設定する画面です。この画面は，次の操作で表示
されます。
［ビジュアル監視］画面の背景を設定する場合
［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面で

をクリックする。

［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景を設
定する場合
［プロパティ］画面の［全般］ページで［背景画像設定］をクリックする（
［監視ツ
リー ( 編集中 )］画面でだけ，かつ，監視グループでだけ行えます）。
［背景画像設定］画面の例を示します。
図 1-52 ［背景画像設定］画面

背景として選択できる画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおりです。
選択できる画像の格納場所
Viewパス¥image¥map¥
指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子
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含む）を合わせて 260 バイトまでです。
選択できる画像の形式
• JPEG
• GIF
• PNG
選択できる画像のサイズ
2,048 × 2,048 ピクセル以内
ファイル一覧で選択すると，プレビューで画像，サイズが表示されます。なお，ファイ
ル一覧で［背景画像なし］を選択すると，［ビジュアル監視］画面の背景，または［監視
ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景が白色の
無地になります。
次のファイルは背景画像として設定できません。
• 画像の縦横どちらかのサイズが 2,048 ピクセルよりも大きい
• ファイル形式が，JPEG，GIF，PNG 以外

1.4.6 ［検索］画面
検索条件で設定した条件に一致する監視ノードを検索する画面です。この画面は，次の
操作で表示されます。
•［監視ツリー］画面で［表示］−［検索］を選択する。
•［監視ツリー ( 編集中 )］画面で［編集］−［検索］を選択する。
検索条件に設定できるキーワードは次の九つです。また，これらのキーワード間の関係
はすべて AND 検索です。
• 監視ノード名
• 監視ノード ID
• 監視ノード種別
• 状態
• JP1 資源グループ
• 監視状態
• 基本情報
• 状態変更条件
• イベント発行条件
［検索］画面の例を示します。
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図 1-53 ［検索］画面

表示項目を次に示します。
［検索開始位置］
検索を開始する監視ノードを示します。
［監視ノード名］
検索する監視ノード名を指定します。指定できる文字数は半角換算で 1 〜 1,280 バ
イトです。
また，検索する監視ノード名は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，
マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
付録 G

正規表現」を参照してください。

［監視ノード ID］
検索する監視ノードの ID を 16 進数で指定します。指定できる文字数は 1 〜 1,023
バイトです。指定できる監視ノード ID は 113 個までで，複数指定する場合は，コン
マで区切って指定します。
［監視ノード種別］
検索する監視ノードの種別を指定します。指定する場合，監視オブジェクト，監視
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グループのどちらかをチェックします。監視オブジェクトをチェックした場合，リ
ストボックスから汎用監視オブジェクト（汎用オブジェクト）
，システム監視オブ
ジェクト（AJS2 監視や SSO 監視など），またはすべての監視オブジェクトを検索対
象とするためのスペース（空白）を選択できます。
［状態］
監視ノードの状態を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デ
バッグ，初期状態の中から必要な項目をチェックします。
［JP1 資源グループ］
検索する JP1 資源グループ名を指定します。指定できる文字数は 1 〜 1,280 バイト
です。
また，検索する JP1 資源グループ名は正規表現も使用できます。正規表現の詳細に
ついては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運
用ガイド

付録 G 正規表現」を参照してください。

この項目は，監視ツリーの監視範囲設定が有効な場合に表示されます。
［監視状態］
監視ノードの監視状態を，
［監視］，または［非監視］から選択します。
［基本情報］
監視ノードの基本情報を入力します。入力できる基本情報の数は最大 5 です。複数
入力した場合は，AND 検索となります。
基本情報一つにつき入力できる文字数は，監視ノード属性名と監視ノード属性値そ
れぞれ 1,023 バイトまでです。ただし，基本情報を複数入力する場合，監視ノード
属性値として入力できる文字数は合計で 1,280 バイトまでとなるため，注意してく
ださい。また，基本情報は正規表現も使用できます。
基本情報リストで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，
［編集］
をクリックすると，
［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの情報を編集できま
す。
［削除］をクリックすると，選択した行が削除されます。
図 1-54 ［基本情報編集］画面

［状態変更条件］
監視ノードの状態変更条件を入力します。条件名に入力できる文字列は，1,023 バイ
トまでです。未入力の場合は，すべての監視ノードを検索対象とします。また，条
件名は正規表現で入力します。
［イベント発行条件］
監視ノードのイベント発行条件を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，
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正常，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
検索結果一覧
［検索］ボタンをクリックすると，検索条件に一致した監視ノードがリスト表示され
ます。［監視ツリー］画面のメニュー［表示］−［ソートステータス］で［ソート済
み］にチェックしている場合は，状態によってソート表示できます。状態は，「緊
急」「警戒」
「致命的」「エラー」
「警告」「正常」
「デバッグ」「初期状態」の順になり
ます。
ポップアップメニュー
［監視ツリー］画面または［監視ツリー（編集用）
］画面から［検索］画面を表示し
た場合，ポップアップメニューを表示できます。検索結果一覧に表示されている監
視ノードを選択し，マウスの右ボタンをクリックすると表示されます。ポップアッ
プメニュー項目を次に示します。
［状態変更］
［監視ツリー］画面から［検索］画面を表示した場合に表示されます。検索結果
一覧で選択している監視ノードの状態を変更します。また，監視ノードの状態
をチェックマークで表示します。チェックマークの付いていない状態を選択す
ることで，監視ノードの状態を変更できます。
• 緊急
• 警戒
• 致命的
• エラー
• 警告
• 正常
• デバッグ
• 初期状態
［監視状態変更］
検索結果一覧で選択している監視ノードの監視状態を変更します。また，監視
ノードの監視状態をチェックマークで表示します。チェックマークの付いてい
ない監視状態を選択することで，監視ノードの状態を変更できます。
• 監視
• 非監視

1.4.7 ［ガイド］画面
監視ノードの状態に対応したガイドを表示します。選択した監視ノードに対応するガイ
ド情報ファイルに記述されたタイトル，およびガイド情報ファイルに記述されたタイト
ルに対応したガイドを JP1/IM - Manager から読み込み，表示します。この画面は，
［監
視ツリー］画面で［表示］−［ガイド］を選択すると表示されます。
［ガイド］画面の例を示します。
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図 1-55 ［ガイド］画面

［ガイド］画面に表示されるガイドは，あらかじめガイド情報ファイルに記述しておく必
要があります。詳細については，「ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）」
（3.
定義ファイル）を参照してください。

1.4.8 ［プロパティ］画面
［監視ツリー］画面で選択した監視ノードのすべての属性を表示したり，変更したりでき
ます。なお，［プロパティ］画面から状態の変更はできません。
［プロパティ］画面には，
［全般］，
［基本情報］，
［状態変更条件］，
［イベント発行条件］
の 4 種類のページがあり，タブを選択することで表示を切り替えられます。
ここでは，属性の表示について説明します。変更については表示の記述を読み変えてく
ださい。
［監視ツリー］画面から属性を変更する場合は，JP1_Console_Admin 権限または
JP1_Console_Operator 権限が必要です。［監視ツリー ( 編集中 )］画面から属性を変更す
る場合は，必要になるユーザー権限は特に必要ありません。
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（1）［全般］ページ
監視ノード名，アイコン，監視ノードの現在の監視状態，および JP1 資源グループを表
示，変更できます。
［プロパティ］画面の［全般］ページを次に示します。
図 1-56 ［プロパティ］画面（
［全般］ページ）

表示項目を次に示します。
アイコン，監視ノード名
選択した監視ノードの通常時のアイコン，および監視ノード名が表示されます。
［監視ノード ID］
選択した監視ノードのノード ID が表示されます。
［場所］
選択した監視ノードのあるツリー上の場所が，最上位から「/」で区切って表示され
ます。監視グループが選択された場合は，最後に「/」が表示されます。
［監視ノード種別］
選択した監視ノードの種別が表示されます。
［アイコン ( 通常時 )］
選択した監視ノードのアイコンのファイル名が表示されます。［変更］をクリックす
ると，［アイコン選択］画面が表示され，アイコンを変更できます。
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［アイコン ( 展開時 )］
監視グループ用の項目です。ツリーを展開したときに表示されるアイコンのファイ
ル名が表示されます。
［変更］をクリックすると，［アイコン選択］画面が表示され，
アイコンを変更できます。
［ビジュアルアイコン］
選択した監視ノードのビジュアルアイコンのファイル名が表示されます。
［変更］を
クリックすると，
［ビジュアルアイコン選択］画面が表示され，ビジュアルアイコン
を変更できます。
なお，ビジュアルアイコンを設定していない監視ノードの場合，ファイル名は表示
されません。
［背景画像設定］
［監視ツリー］画面の詳細表示領域を［アイコン表示］にしたときに表示される背景
を変更できます。なお，背景の変更は，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面でだけ，かつ，
監視グループに対してだけ行えます。
このボタンをクリックすると，
［背景画像設定］画面が表示されます。
［状態更新日時］
選択した監視ノードが更新された日時が表示されます。
［状態］
選択した監視ノードの正常，エラーなどの状態が表示されます。
［監視］または［非
監視］を選択することで，監視状態を変更できます。
［JP1 資源グループ］
設定している JP1 資源グループ名が表示されます。この項目は，監視ツリーの監視
範囲設定を有効にしている場合に表示されます。
［監視ツリー］画面から表示した場
合は非活性で，JP1 資源グループは変更できません。JP1 資源グループを変更した
い場合は，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面から設定してください。最上位の監視ノー
ドの場合，JP1 資源グループを必ず設定してください。デフォルトでは，
「JP1_Console」が設定されています。
JP1 資源グループを変更する場合は次の制限があります。
• 文字長は 0 〜 64 バイト，ただし最上位の監視ノードの場合 1 〜 64 バイト。
• 入力可能な文字種は印刷できる ASCII 文字だけ。ただし，
「" / [ ] ; : = , +
? < >」，タブ，スペースおよび制御文字は使用できない。
［全般］ページ内の表示項目の変更を反映したい場合は，
［OK］または［適用］をクリッ
クしてください。

（2）［基本情報］ページ
選択した監視ノードの基本情報を表示，設定します。
［プロパティ］画面の［基本情報］ページを次に示します。
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図 1-57 ［プロパティ］画面（
［基本情報］ページ）

表示項目を次に示します。
［監視ノード属性名］および［監視ノード属性値］
［追加］をクリックすると，ここで入力した値が基本情報表示フィールドに表示され
ます。登録できる基本情報には次の制限があります。
• 登録できる基本情報の数は最大 5
• 監視ノード属性名は一意（登録済みの監視ノード属性名は使用できません）
• 監視ノード属性名は 1 〜 32 バイト
• 監視ノード属性値は 1 〜 1,023 バイト
• 監視ノード属性値の合計値は 1,280 バイト以内
基本情報表示フィールド
選択した監視ノードの基本情報が表示されます。
基本情報表示フィールドで，監視ノード属性名，または監視ノード属性値を選択し，
［編集］をクリックすると，
［基本情報編集］画面が表示され，設定済みの値を変更
できます。［削除］をクリックすると，選択した値は削除されます。
図 1-58 ［基本情報編集］画面
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（3）［状態変更条件］ページ
選択した監視ノードの状態を変更するためのイベント条件を表示，設定します。
［プロパティ］画面の［状態変更条件］ページを次に示します。
図 1-59 ［プロパティ］画面（［状態変更条件］ページ）

表示項目を次に示します。
状態変更条件表示フィールド
監視ノードの状態を変更するための条件が表示されます。表示される項目は，条件
名，状態です。
状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，
［編集］をクリックすると，監視
ノードの状態を変更するための条件を設定する［状態変更条件設定］画面が表示さ
れます。なお，
［状態変更条件設定］画面には，条件として設定した内容が反映され
た状態で表示されます。
例えば，監視オブジェクトに設定した条件を選択していた場合，
［状態変更条件設
定］画面には，選択した監視イベントの条件が表示されます。
［追加］をクリックすると，監視ノードの状態を変更するための条件を設定する［状
態変更条件設定］画面が表示されます。追加した条件はいちばん下に表示されます。
一つの監視オブジェクト，監視グループに対し，設定できる状態変更条件の数は最
大で 8 です。
状態変更条件表示フィールドで，条件を選択し，
［削除］をクリックすると，条件が
削除されます。
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（4）［イベント発行条件］ページ
選択した監視ノードの状態が変更するタイミングで，JP1 イベントを発行できます。
［イ
ベント発行条件］ページでは，JP1 イベントを発行する状態を条件として設定します。
ここで設定した条件が成立したとき，JP1/IM - Manager から状態変更イベントが送信さ
れます。自動アクションを設定するには，JP1/IM - View でこのイベントを指定します。
［プロパティ］画面の［イベント発行条件］ページを次に示します。
図 1-60 ［プロパティ］画面（
［イベント発行条件］ページ）

表示項目を次に示します。
イベント発行条件表示フィールド
監視ノードがどの状態に変化したときに，JP1 イベントを発行するかを指定します。
JP1 イベントを発行する場合は，状態（緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，
デバッグ）横のチェックボックスをチェックします。

1.4.9 ［アイコン選択］画面
［監視ツリー］画面，および［ビジュアル監視］画面で使用する監視ノードのアイコンを
選択する画面です。この画面は，
［プロパティ］画面の［全般］ページで「アイコン」の
［変更］をクリックすると表示されます。
［アイコン選択］画面の例を示します。
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図 1-61 ［アイコン選択］画面

［アイコン選択］画面の一覧に表示されたアイコンを選択し，
［OK］をクリックすると，
指定した監視ノードのアイコンが変更されます。なお，独自に作成したアイコンを［ア
イコン選択］画面に表示するには，次に示す JP1/IM - View のフォルダに格納してくだ
さい。また，複数のホストで JP1/IM - View を使用する場合は，作成したアイコンを各
ビューアーホストへ配布してください。選択できる画像の格納場所，形式，およびサイ
ズは次のとおりです。
選択できる画像の格納場所
View パス ¥image¥icon¥
指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子
含む）を合わせて 260 バイトまでです。
選択できる画像の形式
• JPEG
• GIF ※
• PNG
注※

アニメーション GIF は使用できません。

選択できる画像のサイズ
16 × 16 ピクセル

参考
監視グループに状態変更条件を定義すると，［アイコン選択］画面で選択したアイコンに
マークが付加されます。例えば，
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1.4.10 ［ビジュアルアイコン選択］画面
［監視ツリー］画面（詳細表示領域を［アイコン表示］にしたとき），および［ビジュア
ル監視］画面で使用する監視ノードのビジュアルアイコンを選択する画面です。この画
面は，［プロパティ］画面の［全般］ページで「ビジュアルアイコン」の［変更］をク
リックすると表示されます。
［ビジュアルアイコン選択］画面の例を示します。
図 1-62 ［ビジュアルアイコン選択］画面

［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示されたビジュアルアイコンを選択し，
［OK］をクリックすると，指定した監視ノードのビジュアルアイコンが変更されます。
なお，ビジュアルアイコンを［ビジュアルアイコン選択］画面の一覧に表示するには，
次に示す JP1/IM - View のフォルダを作成し，事前にファイルを格納しておく必要があ
ります。また，複数のホストで JP1/IM - View を使用する場合は，ビジュアルアイコン
を各ビューアーホストに配布してください。
ビジュアルアイコンとして使用する画像の格納場所，形式，およびサイズは次のとおり
です。
画像の格納場所
View パス ¥image¥visual¥
指定できるファイル名の最大長は，ファイルの格納パスおよびファイル名（拡張子
含む）を合わせて 260 バイトまでです。
画像の形式
• JPEG
• GIF ※
• PNG
注※

アニメーション GIF は使用できません。
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画像のサイズ
最小サイズ：24 × 24 ピクセル
最大サイズ：2,048 × 2,048 ピクセル
ファイル一覧でファイル名を選択すると，プレビューに画像とサイズが表示されます。
監視ノードにビジュアルアイコンを設定しない場合は，ファイル一覧で［ビジュアルア
イコンなし］を選択してください。

1.4.11 ［状態変更条件設定］画面
［監視ツリー］画面，または［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択した監視ノードの状態
変更条件を設定する画面です。この画面は，［プロパティ］画面の［状態変更条件］ペー
ジで，［追加］ボタンまたは［編集］をクリックすると表示されます。

（1） 監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面
監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面の例を示します。
図 1-63

監視オブジェクトの［状態変更条件設定］画面

状態変更条件として設定する内容は，「6.

システム監視オブジェクト一覧（統合スコー

プ用）」を参考にしてください。
なお，ここで設定する［共通条件］と［個別条件］，および複数の［個別条件］はすべて
AND 条件となります。
表示項目を次に示します。
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［条件名］
監視オブジェクトの状態を変更するためのイベント条件名を入力します。指定でき
る文字数は 63 バイトまでです。
［状態］
監視オブジェクトの状態を緊急，警戒，致命的，エラー，警告，正常，デバッグ，
初期状態から選択します。
［条件］
［共通条件設定］画面で設定されている共通条件をリストボックスから選択できま
す。［共通条件設定］をクリックし，表示される［共通条件設定］画面で共通条件の
追加，編集ができます。
［条件］
個別属性名，個別属性値が入力できます。また，入力した個別属性値に対する条件
を指定できます。
個別条件に JP1 イベントの基本属性を入力するときは，基本属性名の先頭に「B.」
を，拡張属性を入力するときは，拡張属性名の先頭に「E.」を付けてください。
また，登録できる個別条件には次の制限があります。
• 登録できる個別条件の数は最大 5
• 個別属性名は 1 〜 32 バイト
• 個別属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および _（アンダー
バー）
。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。
• 個別属性値は 1 〜 1,023 バイト
• 個別属性値の合計は 1,280 バイト以内
• 個別属性名が等しい条件を指定できますが，比較条件「と一致する」は複数指定
できません。
• 同一の個別属性名，個別属性値を指定した場合，比較条件として「と一致する」
と「と一致しない」は混在できません。
個別属性値の右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と
一致する］［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］
［ホ
スト名比較］のどれかを選択します。［ホスト名比較］を選択した場合は，JP1/IM Manager が保持するホスト情報を参照して比較します。
［と一致する］でホスト名
を比較した場合との違いについては，マニュアル「JP1/Integrated Management Manager システム構築・運用ガイド

3.3.9(2) ホスト情報」を参照してください。

［追加］をクリックすると，入力した値が画面下の個別条件表示フィールドに追加さ
れます。
個別条件表示フィールドで，個別属性名，個別属性値，または条件を選択し，［編
集］をクリックすると，［個別条件編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集で
きます。［削除］をクリックすると，選択した行が削除されます。

147

1. 画面

図 1-64 ［個別条件編集］画面

個別属性に JP1 イベントの拡張属性の共通情報，および固有情報を指定する場合は，
「4. JP1 イベント」を参照してください。

（2） 監視グループの［状態変更条件設定］画面
監視グループの［状態変更条件設定］画面の例を示します。
図 1-65

監視グループの［状態変更条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［条件名］
監視グループの状態を変更するための条件名を入力します。指定できる文字数は 63
バイトまでです。なお，一つの監視グループに同じ条件名は複数指定できません。
［状態］
条件に一致したときに，監視グループが変更される状態を緊急，警戒，致命的，エ
ラー，警告，正常，デバッグから選択します。
［子ノードの状態］
監視グループの状態の変更契機となる，下位の監視ノードの状態を緊急，警戒，致
命的，エラー，警告，正常，デバッグから選択します。
［比較条件］
比率，個数のどちらか一つのラジオボタンを選択して，条件を入力します。
• 比率
1 〜 100 の整数値を入力します。100 を入力した場合は，すべての子ノードが対
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象になります（ALL 指定）
。
• 個数
1 〜 50,000 の整数値を入力します。なお，50,001 以上の値を入力した場合は，
［OK］ボタンをクリックしたときにエラーになります。

1.4.12 ［共通条件設定］画面
［共通条件設定］画面は，監視オブジェクトの状態変更条件（共通条件）を追加，削除，
編集または参照するための画面です。
この画面は，［監視ツリー］画面で［オプション］−［共通条件設定］を選択するか，
［状態変更条件設定］画面で［共通条件設定］をクリックすると表示されます。
［共通条件設定］画面を次に示します。
図 1-66 ［共通条件設定］画面

表示項目を次に示します。
［共通条件設定］
監視オブジェクトの状態を変更する共通条件が一覧で表示されます。
［監視ツリー］画面によるシステムの運用監視時に，この［共通条件設定］画面を呼
び出した場合は，JP1/IM - Manager が保持する共通条件が表示されます。
例えば，［監視ツリー］画面のメニューから［オプション］−［共通条件設定］選択
して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM - Manager が保持する共通条件
が表示されます。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面による監視ツリー編集時にこの［共通条件設定］画面
を呼び出した場合は，下記条件により，表示される共通条件が異なります。
1. 監視ツリー新規作成時：JP1/IM - View が保持するデフォルトの共通条件
2. ローカル保存した CSV ファイル利用時：読み込んだ CSV ファイルに保存されて
いる共通条件
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3. ［サーバからツリーを取得］，
［ツリーの自動生成］，または［最新定義取得］実施
後：JP1/IM - Manager が保持する共通条件
例えば，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面を開き，そのままメニューから［オプション］
−［共通条件設定］を選択して［共通条件設定］画面を表示した場合，JP1/IM View が保持する共通条件が表示されます（上記条件 1.）
。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のメニューから［ファイル］−［ツリーを開く］を選
択し，ローカル保存した CSV ファイルを開いた後，
［共通条件設定］画面を表示し
た場合には，CSV ファイルに保存されている共通条件が表示されます（上記条件
2.）。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のメニューから［最新定義取得］を選択し，JP1/IM Manager から最新定義を取得した後，［共通条件設定］画面を表示した場合には，
JP1/IM - Manager が保持する共通条件が表示されます（上記条件 3.）。
［追加］
共通条件を追加するための［共通条件詳細設定］画面が表示されます。
ユーザーが編集可能な共通条件がすでに 191 件登録されている場合，このボタンは
操作できません。
［参照］または［編集］
選択した共通条件がシステム定義の場合は［参照］に，ユーザー定義の場合は［編
集］になります。
［編集］をクリックした場合は［共通条件詳細設定］画面が表示され，共通条件の詳
細を変更できます（
［参照］の場合は変更できません）。
［削除］
選択した共通条件が削除されます。

1.4.13 ［共通条件詳細設定］画面
共通条件の詳細を設定します。この画面は，［共通条件設定］画面で［追加］ボタン，
［編集］ボタン，または［参照］をクリックすると表示されます。
［共通条件詳細設定］
画面を次に示します。
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図 1-67 ［共通条件詳細設定］画面

表示項目を次に示します。
［共通条件名］
監視オブジェクトの状態を変更する共通条件の名称が表示，設定します。
［登録ホスト］
JP1 イベントが発生したホストの名称を指定します。
複数のホスト名を指定する場合は，コンマで区切って指定します。ホスト名は最大
100 指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
「¥,」または「¥¥」
と指定してください。右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件と
して，［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規
表現］のどれかを選択します。［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけ設定
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できます。
［重大度］
JP1 イベントの重大度を指定します。緊急，警戒，致命的，エラー，警告，通知，
情報，デバッグの中から必要な項目をチェックします。
［オブジェクトタイプ］
JP1 イベントのオブジェクトタイプを指定します。値は，直接入力するかリスト
ボックスから選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［オブジェクト名］
JP1 イベントのオブジェクト名を指定します。
複数のオブジェクトを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100
個のオブジェクト名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，
それぞれ「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
［登録名タイプ］
JP1 イベントの登録名タイプを指定します。値は，直接入力するかリストボックス
から選択します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［登録名］
JP1 イベントの登録名を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［事象種別］
JP1 イベントの事象種別を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，
［と一致する］
［と一致しない］［から始まる］
［を含む］［を含まない］
［正規表現］のどれかを選択
します。
［ユーザー名］
JP1 イベントのユーザー名を指定します。
複数のユーザーを指定したい場合は，コンマで区切って指定します。最大 100 人の
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ユーザー名が指定できます。名称に「,」または「¥」を指定する場合は，それぞれ
「¥,」または「¥¥」と指定します。改行やタブは指定できません。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［正規表現］を選択した場合は，一つの条件だけを設定できます。
［メッセージ］
JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［プロダクト名］
JP1 イベントを発行したプログラムの名称を指定します。
右側のリストボックスでは，指定した文字列に対する条件として，［と一致する］
［と一致しない］
［から始まる］［を含む］
［を含まない］［正規表現］のどれかを選択
します。
［イベント ID］
JP1 イベントの ID を 16 進数で指定します。
複数のイベント ID を指定したい場合は，コンマで区切って指定します。
イベント ID は最大 113 指定できます。
［拡張属性］
重大度以外の拡張属性名，拡張属性値が入力できます。登録できる拡張属性には次
の制限があります。
• 登録できる拡張属性の数は最大 5
• 拡張属性名は一意（登録済みの拡張属性名は使用できません）
• 拡張属性名は 1 〜 32 バイト
• 拡張属性名には，先頭が英大文字で，以降英大文字，数字，および _（アンダー
バー）
。英小文字が入力された場合は，自動的に英大文字で表示されます。
• 拡張属性値は 1 〜 1,023 バイト
• 拡張属性値の合計は 1,280 バイト以内
• 拡張属性値は正規表現で入力します。正規表現の詳細については，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

付録 G

正規表現」を参照してください。
［追加］をクリックすると，入力した値が画面下の拡張属性表示フィールドに追加さ
れます。
拡張属性表示フィールドで，拡張属性名，または拡張属性値を選択し，［編集］をク
リックすると，［拡張属性編集］画面が表示され，設定済みの条件を編集できます。
［削除］をクリックすると，選択した行が削除されます。
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図 1-68 ［拡張属性編集］画面

1.4.14 ［監視ツリー ( 編集中 )］画面
［監視ツリー ( 編集中 )］画面は，
［監視ツリー］画面で監視する監視ノードを設定するた
めの画面です。この画面で設定した内容を監視オブジェクト DB に反映すると，ログイ
ンしているすべてのビューアーに設定内容が反映されます。この画面は，［監視ツリー］
画面で［オプション］−［ツリー編集］を選択すると表示されます。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面の例を次に示します。
図 1-69 ［監視ツリー ( 編集中 )］画面

表示項目を次に示します。
ツリー表示領域
監視する業務システムを構成している要素をツリー構造で表示します。ツリー表示
領域に表示される項目については，
「1.4 ［監視ツリー］画面」の説明を参照してく
ださい。ただし，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面では，仮想ルートノードは表示され
ません。
詳細表示領域
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ツリー表示領域で選択した監視グループの子ノード，またはツリー表示領域で選択
した監視オブジェクトの詳細情報（監視ノード名，監視ノード種別）が表示されま
す。詳細表示領域に表示される項目については，「1.4 ［監視ツリー］画面」の説明
を参照してください。

をクリックするとマップ表示に，

をクリックすると詳

細表示に切り替えることができます。
［上の監視グループへ］ボタン
ツリー表示領域で選択されている監視ノードの親監視グループを選択します。
ツリー表示領域内では，フォーカスが移動し，詳細表示領域では，フォーカス
が移動した監視グループの詳細が表示されます。
［アイコン表示］ボタン
ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報
を詳細表示領域にマップ表示します。アイコンの位置を少しでも動かすと，位
置が記憶され，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，
［監視ツ
リー］画面のマップ表示に引き継がれます。
［詳細表示］ボタン
ツリー表示領域で選択されている監視グループまたは監視オブジェクトの情報
を詳細表示領域に詳細表示します。
［矩形選択］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複数選択する場合に
クリックします。このボタンが選択された状態で，マップ上をマウスの左ボタ
ンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩形内に入ったすべてのアイコンが
選択されます。詳細表示されている場合は，このボタンは非活性です。
［等間隔に整列］ボタン
監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報をリセットし，等間
隔に整列して，固定します。この画面で設定したアイコンの位置は，
［監視ツ
リー］画面のマップ表示に引き継がれます。詳細表示されている場合は，この
ボタンは非活性です。
ポップアップメニュー
ツリー表示領域および詳細表示領域でマウスの右ボタンをクリックすると，ポップ
アップメニューを表示できます。
なお，次のポップアップメニューは，特定の条件を満たした場合だけ表示されます。
［背景画像設定］
マップ表示時に詳細表示領域のアイコンを選択していない状態（アイコン以外
の領域）で右クリックした場合に選択できます。
マップ表示時の背景画像を読み込みます。
［表示順序］
［ビジュアルアイコンを使用］メニューにチェックマークが付いている場合に選
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択できます。複数の監視ノードが選択されている場合でも，このメニューは選
択できます。
監視ノードの表示順序を次のメニューから変更できます。
•［最前面へ移動］
選択している監視ノードを最前面に表示します。
•［前面へ移動］
選択している監視ノードを前面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り上げます。
•［背面へ移動］
選択している監視ノードを背面にある監視ノードから順に，表示順序を一つ
繰り下げます。
•［最背面へ移動］
選択している監視ノードを最背面に表示します。
そのほかのポップアップメニュー項目については，次のメニュー項目の説明を参照
してください。
次に，［監視ツリー ( 編集中 )］画面のメニュー項目を説明します。
表 1-16 ［監視ツリー ( 編集中 )］画面のメニュー項目
メニュー
ファイル

コマンド
新規作成

ツリーを新規に作成します。［編集］の［新規監視ノード作
成］を行うと，監視ノード ID は 00000001 から採番されま
す。

ツリーを開く

ローカルにあるツリー構成ファイルを読み込みます。読み込
んだツリー構成ファイルのバージョンが，タイトルバーに表
示されます。

ツリーを保存

ツリー構成情報をローカルにあるツリー構成ファイルに CSV
形式で保存します。

サーバからツ
リーを取得

JP1/IM - Manager にあるツリー構成情報を取得します。
メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイ
ン※すると，JP1/IM - Manager の監視ツリーが取得されます。
取得した JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB のバー
ジョンがタイトルバーに表示されます。
このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，
JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。

サーバのツリー
を更新
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［監視ツリー ( 編集中 )］画面で編集したツリー構成情報を
JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB に反映します。
メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイ
ン※すると，現在表示されているツリー構成情報が JP1/IM Manager の監視ツリーに反映されます。
このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，
JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。
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メニュー

コマンド
ログイン情報を
保持する

編集

機能
チェックマークが付いた状態の場合，一度目のログイン情報
を保持し，二度目以降のサーバへ接続する操作では［ログイ
ン］画面が表示されません。

終了

［監視ツリー ( 編集中 )］画面を閉じます。

監視状態変更

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視ノードの監
視状態をチェックマークで表示します。
チェックマークの付いていない状態を選択することで，監視
ノードの監視状態を変更できます。

切り取り

選択した監視ノードを切り取ります。ルート監視ノードが選
択されている場合，このメニューは選択できません。

コピー

選択した監視ノードをコピーします。ルート監視ノードが選
択されている場合，このメニューは選択できません。

貼り付け

切り取り，またはコピーされている監視ノードを，選択して
いる監視グループの子ノードとして貼り付けます。

新規監視ノード
作成

選択した監視グループの子ノードを追加するために，
［新規監
視ノード作成］画面を表示します。
マップ表示時に監視ノードを作成した場合，追加した監視
ノードアイコンの位置情報が確定していないため，詳細表示
領域の左上から順に自動整列されて表示されます。

削除

選択した監視ノードを削除します。
マップ表示時に監視ノードを削除した場合，削除したもの以
外の位置情報が確定していない監視ノードアイコンは，詳細
表示領域の左上から順に自動整列されて表示されます。

すべて削除

［監視ツリー ( 編集中 )］画面に表示中の監視ノードをすべて
削除します。このメニューは CSV ファイル（ツリー構成ファ
イル）を開いてツリーを編集中に，すべて削除して編集をや
り直す場合などに使用します。このメニューを選択すると，
ツリーはクリアされますが，編集対象となっている CSV ファ
イルは変わりません。

元に戻す

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で，監視ノードに対して，最後
に行ったツリーの親子関係の編集を編集前の状態に戻します。

やり直し

［元に戻す］で編集前の状態に戻した操作を取り消します。

検索

［監視ツリー ( 編集中 )］画面の監視ツリーから，監視ノード
を検索するために，
［検索］画面を表示します。監視グループ
を選択した場合，選択した監視グループ，およびその子ノー
ドが検索範囲となります。
すでに［検索］画面が表示されている場合は，最前面に表示
します。

新規ビジュアル
監視画面作成

［ビジュアル監視 ( 編集中 )］画面を表示します。

ビジュアル監視
画面一覧編集

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表示します。
メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイ
［ビジュアル監視画面一覧編集］画面が表示され
ン※すると，
ます。
このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，
JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。
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メニュー

オプショ
ン
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コマンド

機能

プロパティ

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視ノードの
［プロパティ］画面を，
［全般］タブが選択された状態で表示
します。

アイコン表示

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視グループま
たは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域にマップ表示
します。
アイコンの位置を少しでも動かすと，位置が記憶され，固定
します。この画面で設定したアイコンの位置は，［監視ツ
リー］画面のマップ表示に引き継がれます。

詳細表示

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視グループま
たは監視オブジェクトの情報を，詳細表示領域に詳細表示し
ます。

ビジュアルアイ
コンを使用

ビジュアルアイコンを使用するかどうかをチェックマークで
表示します。
チェックした場合，詳細表示領域（マップ表示時）および
［ビジュアル監視］画面に，監視グループまたは監視オブジェ
クトに設定しているビジュアルアイコンを表示します。

等間隔に整列

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコン位置情報を
リセットし，等間隔に整列して，固定します。この画面で設
定したアイコンの位置は，
［監視ツリー］画面のマップ表示に
引き継がれます。詳細表示されている場合は，このボタンは
非活性です。

矩形選択

監視グループまたは監視オブジェクトのアイコンを同時に複
数選択します。チェックマークで選択した状態でマップ上を
マウスの左ボタンでドラッグすると，矩形が描かれます。矩
形内に入ったすべてのアイコンが選択されます。

ツリーの自動生
成

監視ツリーを自動生成するために，［自動生成−構成選択］画
面を表示します。
メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイ
ン※すると，［自動生成−構成選択］画面が表示されます。こ
のメニューから監視ツリーを自動生成する場合は，jp1admin
ユーザーでログインしてください。
（備考）運用上の理由で jp1admin ユーザーを削除している場
合は，連携製品の定義情報にアクセスできる権限レベルを持
つ JP1 ユーザーでログインし，自動生成を行ってください。

監視範囲の設定

監視ツリーの監視範囲設定をチェックマークで表示します。
チェックした場合，JP1 資源グループ単位の監視範囲の設定
を有効にします。

基本情報

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視ノードの
［プロパティ］画面を，
［基本情報］タブが選択された状態で
表示します。

状態変更条件

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視ノードの
［プロパティ］画面を，
［状態変更条件］タブが選択された状
態で表示します。

1. 画面

メニュー

コマンド

機能

共通条件設定

［共通条件設定］画面を表示します。
［共通条件設定］画面で
は，JP1/IM - Manager が管理する共通条件を追加，削除，編
集または参照できます。
このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，
JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。

イベント発行条
件

［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択している監視ノードの
［プロパティ］画面を，
［イベント発行条件］タブが選択され
た状態で表示します。

最新定義取得

JP1/IM - Manager にある，次の定義の最新情報を取得しま
す。
• 全共通条件
メニューを選択すると［ログイン］画面が表示され，ログイ
ン※すると，最新情報が取得されます。
このメニューは，JP1 資源グループが JP1_Console で，
JP1_Console_Admin 権限を持つユーザーだけが使用できま
す。

ヘルプ

ヘルプ

ヘルプの目次を表示します。

バージョン情報

JP1/IM - View のバージョン情報を表示します。

注※ ［ログイン情報を保持する］をチェックしておくと，一度ログインすれば，ログア
ウトするまでユーザー名・パスワード・接続ホスト名が保持されるため，以降のサーバ
接続操作でログインの操作は必要ありません。
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のタイトルバーの表示について
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のタイトルバーには，次の二つの情報が表示されます。
バージョン情報
［監視ツリー ( 編集中 )］画面に編集対象の監視ツリーのデータバージョンが表
示されます。デフォルトでは「08-10」と表示されます。
サーバへの接続操作をすると，サーバの JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）のバージョンに表示が変わります。また，ローカルホストに保存した
CSV ファイルを開くと，CSV ファイルのデータバージョンに表示が変わりま
す。
バージョン情報は，サーバの監視ツリーまたは CSV ファイルのデータバージョ
ンです。製品のバージョンではありません。
ログイン情報
ログイン情報の保持を有効にしている場合に表示されます。デフォルトは無効
です（ログイン情報は表示されていません）
。
メニューから［ファイル］−［ログイン情報を保持する］にチェックマークを
付けたあと，次に示す操作をしたときに有効になります。

159

1. 画面

表 1-17

ログインを必要とする操作

画面名

操作

監視ツリー (
編集中 )

ビジュアル監
視（編集中）

説明

［ファイル］−［サーバからツ
リーを取得］を選択

監視ツリーの既存の設定を JP1/IM Manager から取得する。

［ファイル］−［サーバのツリー
を更新］を選択

監視ツリーの編集内容を JP1/IM Manager に反映する。

［オプション］−［ツリーの自動
生成］を選択

監視ツリーを自動生成する。

［オプション］−［最新定義取得］
を選択

JP1/IM - Manager 上の共通条件定義の最
新情報を取得する。

［編集］−［ビジュアル監視画面
一覧編集］を選択

［ビジュアル監視画面一覧編集］画面を表
示する。

［サーバからのビジュアル監視
データを取得］ボタンをクリック

JP1/IM - Manager 上のビジュアル監視
データを読み込む。

［サーバのビジュアル監視データ
を更新］ボタンをクリック

編集したビジュアル監視データをJP1/IM
- Manager 上に反映する。

一度［ログイン情報を保持する］を有効にすると，次回以降［監視ツリー ( 編
集中 )］画面を開いたときでも，設定は有効のままです。
なお，設定が有効になっている場合，次のように表示されます。
ログイン情報：ユーザー名＠ホスト名（またはIPアドレス）
図 1-70

ログイン情報の保持有無によるタイトルバーの違い

なお，自動ログインでエラーが発生した場合には，保持されているログイン情
報が破棄されます。エラーダイアログが表示され，操作の処理が中断されます。
この場合は再度ログインを必要とする操作をしたときに，［ログイン］画面が表
示され，ここで入力したログイン情報が保持されます。

1.4.15 ［新規監視ノード作成］画面
［新規監視ノード作成］画面は，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面で選択した監視グループの
子ノードを追加するための画面です。この画面は，［監視ツリー ( 編集中 )］画面で［編
集］−［新規監視ノード作成］を選択すると表示されます。
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［新規監視ノード作成］画面を次に示します。
図 1-71 ［新規監視ノード作成］画面

表示項目を次に示します。
［監視ノード名］
新規作成する監視ノードの名称を入力します。1 〜 255 バイトの名称が指定できま
す。名称にタブは設定できません。
［監視ノード種別］
新規作成する監視ノードの種別を選択します。監視オブジェクト，監視グループど
ちらかを選択します。監視オブジェクトを選択した場合は，さらにリストボックス
からシステム監視オブジェクト（AJS2 監視や SSO 監視など）
，または汎用監視オブ
ジェクト（汎用オブジェクト）を選択します。システム監視オブジェクトを選択し
た場合に［OK］をクリックすると，
［基本情報設定］画面が表示されます。

1.4.16 ［基本情報設定］画面
［基本情報設定］画面は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監視オブジェ
クトに対する基本情報を設定するための画面です。この画面は，
［新規監視ノード作成］
画面の［監視ノード種別］でシステム監視オブジェクトを選択し，
［OK］をクリックす
ると表示されます。
［基本情報設定］画面の例を次に示します。
図 1-72 ［基本情報設定］画面

［基本情報設定］画面の表示項目は，［新規監視ノード作成］画面で選択したシステム監
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視オブジェクトによって異なります（画面は表示される項目の一例です）。
設定する内容は，「6.

システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）」を参考にして

ください。
各項目の入力上限は 1,023 バイト，全項目を合計しての入力上限は 1,280 バイトです。
また最大項目数は 5 項目です。

1.4.17 ［自動生成−構成選択］画面
［自動生成−構成選択］画面は，ツリーを自動生成するときのツリー構成を選択するため
の画面です。この画面は，［監視ツリー ( 編集中 )］画面で［オプション］−［ツリーの
自動生成］を選択すると表示されます。
［自動生成−構成選択］画面を次に示します。
図 1-73 ［自動生成−構成選択］画面

表示項目を次に示します。
［生成ツリー］
［監視ツリー ( 編集中 )］画面の監視ツリーを自動生成するためのテンプレートを表
示します。
［生成］
生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報
を収集し，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面に表示します（既存の［監視ツリー ( 編集中
)］画面の監視ツリーは置き換わります）
。
［差分］
生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報
を収集し，現在の JP1/IM - Manager 上の監視ツリーとの差分を JP1/IM - Manager
上の監視ツリーに追加し，この監視ツリーで［監視ツリー ( 編集中 )］画面を置き換
えます。
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［追加］
生成ツリーのリストで選択しているテンプレートに従って，システムから定義情報
を収集します。既存の監視ツリーに加えて，新規に監視ツリーを生成します。新規
の監視ツリーは［NEW_TREE］という名称の監視グループ下に生成されます。

1.4.18 ［ログインユーザー一覧］画面
［ログインユーザー一覧］画面には，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）へロ
グインしているユーザーが一覧表示されます。この画面は，
［監視ツリー］画面で［オプ
ション］−［ログインユーザー一覧］を選択すると表示されます。
一覧表示されるユーザー情報は次の 4 項目です。
• ユーザー名
• ホスト名
• IP アドレス
• ログイン日時
［ログインユーザー一覧］画面を次に示します。
図 1-74 ［ログインユーザー一覧］画面
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1.5 画面操作上の注意事項
画面を操作する上での注意事項を次に示します。
• 画面でのキー操作は，明示されているショートカットキー以外は動作を保証していま
せん。マウスで操作してください。
• JP1/IM - Manager への問い合わせ中は，画面が再描画されません。その間に，画面の
位置を移動したりほかの画面を重ねたりすると一時的に描画が不正になることがあり
ます。この現象は，JP1/IM - Manager への問い合わせが完了したときに回復します。
• 外字，次に示す文字，および特定の制御コード（以下「表 1-18 対象となる制御コー
ド」参照）については，画面表示で文字が化けることや，その文字として処理されな
いことがあります。

表 1-18

対象となる制御コード

コード
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値

説明

00

NUL

NULl( ヌル )

01

SOH

Start Of Heading( ヘッダ開始 )

02

STX

Start of TeXt( テキスト開始 )

03

ETX

End of TeXt( テキスト終了 )

04

EOT

End Of Transmission( 転送終了 )

05

ENQ

ENQuiry( 問合せ )

06

ACK

ACKnowledge( 肯定応答 )

07

BEL

BELl( ベル )

08

BS

Back Space( 後退 )

09

HT

Horizontal Tabulation( 水平タブ )

0A

LF

Line Feed( 改行 )

0B

VT

Vertical Tabulation( 垂直タブ )

0C

FF

Form Feed( 改ページ )

0D

CR

Carriage Return( 復帰 )

0E

SO

Shift Out( シフトアウト )

0F

SI

Shift In( シフトイン )

10

DLE

Data Link Escape( 伝送制御拡張 )

11

DC1

Device Control 1( 装置制御 1)

12

DC2

Device Control 2( 装置制御 2)
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コード

値

説明

13

DC3

Device Control 3( 装置制御 3)

14

DC4

Device Control 4( 装置制御 4)

15

NAK

Negative AcKnowledge( 否定応答 )

16

SYN

SYNchronous idle( 同期信号 )

17

ETB

End of Transmission Block( 転送ブロック終了 )

18

CAN

CANcel( 取消 )

19

EM

End of Medium( 媒体終端 )

1A

SUB

SUBstitute( 置換 )

1B

ESC

ESCape( 拡張 )

1C

FS

File Separator( ファイル分離 )

1D

GS

Group Separator( グループ分離 )

1E

RS

Record Separator( レコード分離 )

1F

US

Unit Separator( ユニット分離 )

7F

DEL

DELete( 削除 )

80

PAD

PADding character( 埋め込み文字 )

81

HOP

High Octet Preset( ハイオクテットプリセット )

82

BPH

Break Permitted Here( 分割許可 )

83

NBH

No Break Here( 分割禁止 )

84

IND

INDex( 索引 )

85

NEL

NExt Line( 復帰改行 )

86

SSA

Start of Selected Area( 選択領域開始 )

87

ESA

End of Selected Area( 選択領域終了 )

88

HTS

Horizontal Tabulation Set( 水平タブ )

89

HTJ

Horizontal Tabulation with Justification( 調整付水平タブ )

8A

VTS

Vertical Tabulation Set( 垂直タブ )

8B

PLD

Partial Line Down( 下行 )

8C

PLU

Partial Line Up( 上行 )

8D

RI

Reverse line feed( 前ページ )

8E

SS2

Single Shift 2(1 文字シフト 2)

8F

SS3

Single Shift 3(1 文字シフト 3)

90

DCS

Device Control String( 装置制御文字列 )

91

PU1

Private Use 1( 私的利用 1)

92

PU2

Private Use 2( 私的利用 2)
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コード

値

説明

93

STS

Set Transmit State( 転送状態設定 )

94

CCH

Cancel CHaracter( 取消文字 )

95

MW

Message Waiting( メッセージ待機 )

96

SPA

Start of Protected Area( 保護領域開始 )

97

EPA

End of Protected Area( 保護領域終了 )

98

SOS

Start Of String( 文字列開始 )

99

SGCI

Single Graphic Character Introducer( 単一図形文字開始 )

9A

SCI

Single Character Introducer( 単一文字開始 )

9B

CSI

Control Sequence Introducer( 制御シーケンス開始 )

9C

ST

String Terminator( 文字列終了 )

9D

OSC

Operating System Command(OS コマンド )

9E

PM

Privacy Message( 秘密メッセージ )

9F

APC

Application Program Command(AP コマンド )

• スタートメニューから JP1/IM - View のヘルプを起動した場合，OS の設定によってす
でに表示されている WWW ブラウザーの画面上に，HTML ヘルプが表示されること
があります。
• 接続ホスト（JP1/IM - Manager）を再起動するときは，事前に JP1/IM - View をログ
アウトしてください。接続ホストの再起動が完了したら，JP1/IM - View でログイン
してください。
• まれに，画面を操作したときに，表示が崩れることがあります。このときは操作をや
り直すと，表示が回復します。
• コマンド実行画面または自動アクションで，出力結果の多いコマンドを実行した場合，
次に実行したコマンドの出力結果が遅れることがあります。
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合は，WWW ブラウザーの表示
ページをほかのページに切り替えないでください。また，WWW ブラウザーの［戻
る］ボタン，
［進む］ボタン，［更新］ボタンなども使用しないでください。このよう
な操作をすると，動作が不正になります。
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用していて再ログインしたい場合は，起動して
いる WWW ブラウザーを終了し，再起動してから再ログインしてください。
• WWW ページ版の JP1/IM - View を使用している場合，［イベントコンソール］画面
およびこの画面から起動できるすべての画面の下端に「Java Applet Window」が表示
されます。
• Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，JIS コード第
3 水準および第 4 水準の文字はサポートしていません。JP1/IM - View 上でこれらの文
字を使用した場合は，文字化けが発生して正しく動作しないおそれがあります。
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この章では，JP1/IM で使用できるコマンドの文法を説明しま
す。

コマンド一覧
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コマンド一覧
JP1/IM で使用できるコマンドの一覧を次に示します。表中では，Windows，UNIX の対
応を凡例のように表記しています。
（凡例）
○：対応している。
−：対応していない。
注※ 1 Windows の場合，スーパーユーザーとは Administrators 権限を持つユーザーを
指します。
注※ 2 このマニュアルに記載している JP1/Base のコマンド（構成定義，コマンド実行
に関するコマンド）は，マネージャーホストが対象です。エージェントホストを対象に
実行する JP1/Base のコマンドについては，エージェントホスト上で動作する JP1/Base
のマニュアルを参照してください。
なお，次節以降のコマンドの説明では，コマンドはアルファベット順に記載されていま
す。

起動・終了，セットアップに関するコマンド
機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

必要な
実行権限

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）のセットアップをする

jp1cc_setup
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）のセットアップをする

jp1cs_setup
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

JP1/IM - Manager を自動的に起動する

jco_start
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー
スーパー
ユーザー

JP1/IM - Manager を自動的に終了する

jco_stop（UNIX
限定）

−

○

JP1/IM - Manager のプロセスの状態を確
認する

jco_spmd_statu
s

○

○

スーパー
ユーザー※

1

JP1/IM - Manager のプロセスの状態を更
新する

jco_spmd_reloa
d

○

○

スーパー
ユーザー※

1

クラスタシステムで運用するための設定を
する

jp1cohasetup
（Windows 限定）

○

−

スーパー
ユーザー※
1

jp1cshasetup
（Windows 限定）

○

−

スーパー
ユーザー※
1

168

コマンド一覧

コマンド名

Windows

UNIX

jp1cc_setup_cl
uster（UNIX 限
定）

−

○

スーパー
ユーザー

jp1cs_setup_cl
uster（UNIX 限
定）

−

○

スーパー
ユーザー

クラスタシステムで JP1/IM - Manager を
起動する

jco_start.clus
ter（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

クラスタシステムで JP1/IM - Manager を
終了する

jco_stop.clust
er（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

クラスタシステムで JP1/IM - Manager を
強制的に終了する

jco_killall.cl
uster（UNIX 限
定）

−

○

スーパー
ユーザー

Windows

UNIX

○

○

機能概要

必要な
実行権限

バージョンアップに関するコマンド
機能概要

コマンド名

イベント取得フィルターが互換用で動作し
ている場合にイベント取得フィルターの位
置をイベントコンソールサービスからイベ
ントフロー制御サービスに変更する

jcochafmode

バージョン 7 以前の JP1/Base のコマンド
実行の履歴をバージョン 8 用のコマンド実
行履歴ファイルに移行する

jcocmdconv ※ 2

旧バージョンの JP1/IM - Manager または
JP1/IM - Central Console で設定した論理
ホスト環境をバージョンアップする

jp1cohaverup

旧バージョンの JP1/IM - Central Scope の
物理ホスト環境をバージョンアップする

必要な
実行権限
スーパー
ユーザー※

1

○

○

スーパー
ユーザー※

1

○

○

スーパー
ユーザー※

1

jp1csverup.bat
（Windows 限定）

○

−

スーパー
ユーザー※

1

旧バージョンの JP1/IM - Central Scope で
設定した論理ホスト環境をバージョンアッ
プする

jp1cshaverup.b
at（Windows 限
定）

○

−

スーパー
ユーザー※
1

旧バージョンの JP1/IM - Central Scope の
物理ホスト環境をバージョンアップする

jp1csverup
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

旧バージョンの JP1/IM - Central Scope で
設定した論理ホスト環境をバージョンアッ
プする

jp1cshaverup
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー
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ログイン・ログアウトに関するコマンド
機能概要
JP1/IM - View の［ログイン］画面，［監視
ツリー ( 編集中 )］画面を起動する，または
コマンドラインから JP1/IM - Manager に
ログインする

コマンド名

jcoview
（Windows 限定）

Windows

UNIX

○

−

Windows

UNIX

必要な
実行権限

○

○

スーパー
ユーザー※

必要な
実行権限
なし

構成定義に関するコマンド
機能概要

構成定義情報を下位ホストに配布し，定義
を有効にする

コマンド名

jbsrt_distrib
※2

1

下位ホストから構成定義情報を収集し，構
成定義を更新する

jbsrt_sync ※ 2

○

○

スーパー
ユーザー※

1

コマンドを実行したホストの構成定義情報
を削除する

jbsrt_del ※ 2

○

○

スーパー
ユーザー※

1

設定されている構成定義情報を表示する

jbsrt_get ※ 2

○

○

スーパー
ユーザー※

1

イベントに関するコマンド
機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

重要イベントの対処状況を変更する

jcochstat

○

○

JP1/IM - Manager のシステム環境を設定
する

jcoimdef

○

○

必要な
実行権限
なし
スーパー
ユーザー※

1

自動アクション，およびコマンド実行に関するコマンド
機能概要

自動アクションの定義をチェックし，複数
の定義ファイルを併合する

コマンド名

jcamakea

Windows

UNIX

○

○

必要な
実行権限
スーパー
ユーザー※
1

自動アクションの実行結果を表示する
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○

○

なし

コマンド一覧

機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

稼働している自動アクションサービスの動
作状態，および読み込んでいる自動アク
ション定義ファイルの内容を標準出力に表
示する

jcastatus

○

○

自動アクションの定義を再読み込みする，
または自動アクション機能を休止する

jcachange

○

○

必要な
実行権限
なし

スーパー
ユーザー※
1

自動アクションをキャンセルする

jcacancel

○

○

スーパー
ユーザー※
1

コマンド実行のための環境を設定する

jcocmddef ※ 2

○

○

スーパー
ユーザー※

1

実行したコマンドの履歴を出力する

jcocmdlog ※ 2

○

○

なし

JP1/IM - View から実行したコマンド，自
動アクションで実行したコマンドを削除す
る

jcocmddel ※ 2

○

○

スーパー
ユーザー※

JP1/IM - View から実行したコマンド，自
動アクションで実行したコマンドの状態を
確認する

jcocmdshow ※ 2

1

○

○

スーパー
ユーザー※

1

相関イベントの発行に関するコマンド
機能概要

相関イベント発行定義を変更する

コマンド名

jcoegschange

Windows

UNIX

必要な
実行権限

○

○

スーパー
ユーザー※
1

相関イベント発行定義ファイルの定義内容
をチェックする

jcoegscheck

○

○

スーパー
ユーザー※

1

相関イベント発行サービスを相関稼働状態
にする

jcoegsstart

○

○

スーパー
ユーザー※

1

相関イベント発行サービスの状態，および
現在使用している相関イベント発行定義を
表示する

jcoegsstatus

○

○

なし

相関イベント発行サービスを機能停止状態
にする

jcoegsstop

○

○

スーパー
ユーザー※

1
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統合スコープの環境設定で使用するコマンド
機能概要
ホスト情報をホスト情報 DB に登録する

コマンド名

Windows

UNIX

必要な
実行権限

jcshostsimport

○

○

スーパー
ユーザー※

1

ホスト情報 DB からホスト情報を取得する

jcshostsexport

○

○

スーパー
ユーザー※

1

監視オブジェクト DB を再作成する

jcsdbsetup

○

○

スーパー
ユーザー※

1

フィルターに関するコマンド
機能概要

イベント取得フィルターを切り替える

コマンド名

jcochfilter

Windows

UNIX

必要な
実行権限

○

○

スーパー
ユーザー※

1

統合スコープの監視ノードの状態変更に関するコマンド
機能概要

監視ノード（監視オブジェクトまたは監視
グループ）の状態を変更する

コマンド名

jcschstat

Windows

UNIX

必要な
実行権限

○

○

スーパー
ユーザー※

1

統合スコープの監視オブジェクト DB の情報を移行するコマンド
機能概要

コマンド名

JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB
の保管情報（監視ツリー構成情報，共通イ
ベント監視条件，およびビジュアル監視画
面構成情報）を一括取得し，ローカルに
ファイル出力する

jcsdbexport

jcsdbexport コマンドでファイル出力し
た情報（監視ツリー構成情報，共通イベン
ト監視条件，およびビジュアル監視画面構
成情報）を JP1/IM - Manager の監視オブ
ジェクト DB に反映する

jcsdbimport
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Windows

UNIX

必要な
実行権限

○

○

スーパー
ユーザー※

1

○

○

スーパー
ユーザー※
1

コマンド一覧

トラブルシューティングに使用するコマンド
機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

必要な
実行権限

JP1/IM - Manager，JP1/IM - View 障害発
生時の資料を採取する

jim_log.bat
（Windows 限定）

○

−

なし

JP1/IM - Manager の障害発生時の資料を
採取する

jim_log.sh
（UNIX 限定）

−

○

スーパー
ユーザー

○

−

なし

○

−

なし

○

○

スーパー
ユーザー※

JP1/IM - View の障害発生時の資料を採取
する
JP1/IM - View 障害発生時にスレッドダン
プを出力する

jcoview_log.ba
t（Windows 限
定）
jcothreaddmp
（Windows 限定）

JP1/IM - Manager 障害発生時にスレッド
ダンプ，コアダンプ（UNIX 限定）を出力
する

jcogencore

JP1/IM - Manager のヘルスチェック定義
ファイルで定義した通知コマンドの実行テ
ストをする

jcohctest

1

○

○

スーパー
ユーザー※

1

JP1/IM - Incident Master 連携で使用するコマンド
機能概要

コマンド名

Windows

UNIX

必要な
実行権限

インシデント登録サービスの動作状態を確認
する

jcoedsstatus

○

○

なし

インシデント登録サービスの動作状態を稼
働，または休止状態にする

jcochdisc

○

○

スーパー
ユーザー※

1
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jbsrt_del
機能
コマンドを実行したホストの構成定義情報を削除します。

形式
jbsrt_del [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト
名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
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0

正常終了

1

異常終了

jbsrt_distrib

jbsrt_distrib
機能
構成定義ファイルに定義した情報を，コマンドを実行したホストの下位にあるホストに
配布し，定義を有効にします。
すでに構成定義が設定されている場合は，既存の構成定義情報を削除してから，構成定
義を配布します。
このコマンドを実行するときには，構成定義を配布する全ホストで，JP1/Base が起動し
ている必要があります。配布先のホストで，JP1/Base が起動していなかった場合，その
ホストへは構成定義が配布されません。この場合，コマンドの実行時に，構成情報を設
定できないというメッセージが出力されます。そのまま処理を続行すると，残りのホス
トには定義が配布されます。定義を配布できなかったホストへ構成情報を配布するには，
そのホストの JP1/Base を起動してから，再度 jbsrt_distrib コマンドを実行します。
構成情報を削除しますか，というメッセージが出力されるので n を入力し，定義を配布
します。これで，システム全体への定義配布が完了します。
このコマンドが参照する構成定義ファイルは，次のファイルです。
Windows の場合
Baseパス¥conf¥route¥jbs_route.conf
共有フォルダ¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf（-hオプション指定時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1base/conf/route/jbs_route.conf
共有ディレクトリ/jp1base/conf/route/jbs_route.conf（-hオプション指定
時）

形式
jbsrt_distrib [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

175

jbsrt_distrib

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト
名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
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0

正常終了

1

異常終了

jbsrt_get

jbsrt_get
機能
このコマンドを実行したホストの構成定義情報を表示します。
なお，クラスタシステムの待機系ホストで -h オプションを指定してこのコマンドを実行
すると，定義情報が表示されません。この場合は，実行系ホストでコマンドを再実行し
てください。

形式
jbsrt_get [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト
名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了

出力例
このコマンドの出力例を次に示します。
** 構成定義情報 **
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上位ホスト : parent_host
自ホスト
: myhost
下位ホスト : child_host1
: child_host2
: [child_host1]
: child_host3

178

jbsrt_sync

jbsrt_sync
機能
下位のホストから構成定義情報を収集し，システム内の構成定義を更新します。システ
ム構成定義を分割して定義したあとに，このコマンドを実行します。

形式
jbsrt_sync [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，コマンドを実行するホストの論理ホスト名を
指定します。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理
ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト
名が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了
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jcacancel
機能
自動アクションをキャンセルするコマンドです。このコマンドはアクション実行ホスト
の JP1/Base が 07-10 以降の場合に実行できます。JP1/Base が 07-00 以前の場合には実
行できません。
キャンセル後のアクションの状態は，キャンセルするアクションの状態に応じて異なり
ます。キャンセルできるアクションの状態と，キャンセル後のアクションの状態を次に
示します。
表 2-1 キャンセルできるアクションの状態，キャンセル後のアクションの状態
キャンセルできるアクションの状態
「送信待機」または「送信待機（キャンセル失
敗）」

キャンセル後のアクションの状態※ 1
「キャンセル」

「送信中（キャンセル失敗）
」※ 2
「キューイング」または「キューイング（キャン
セル失敗）
」
「実行中」または「実行中（キャンセル失敗）」

注※ 1

「強制終了」

キャンセル処理中に JP1/Base のコマンド制御内で，エラーが発生するとアクションの状態

は「実行失敗（キャンセル失敗）
」になります。

注※ 2 状態が「送信中」のアクションは，キャンセルできません。キャンセルを実行す
ると状態が「送信中（キャンセル失敗）」になります。

形式
jcacancel [-h 論理ホスト名]
{[-i アクション通し番号,...] | [-a] | [-s アクション実行ホスト名]}
[-f]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/
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引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストに対応する自動アクションをキャンセルします。このオプションを省略した場合，
環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシステ
ムを使用していない場合には指定は不要です。
-i アクション通し番号
アクション単位で，自動アクションをキャンセルする場合に指定します。
アクション通し番号は，jcashowa コマンド，または JP1/IM - View 上の［アクション
結果一覧］画面，および［アクション結果詳細］画面で確認できます。最大 20 件指定で
きます。複数のアクション通し番号を指定する場合は，アクション通し番号を半角コン
マ（,）で区切ってください。なお，アクション通し番号とアクション通し番号の間に，
ほかのオプションは指定できません。
複数のアクション通し番号を指定した場合には，実行途中でエラーが発生しても処理を
継続します。エラーメッセージはエラーが発生した件数だけ表示されます。
-a
jcacancel を実行する JP1/IM から実行し，かつ，jcacancel を実行する JP1/IM が
監視しているすべてのホストに存在する自動アクションをキャンセルする場合に指定し
ます。
-s アクション実行ホスト名
jcacancel を実行する JP1/IM から実行し，かつ，指定した実行先ホストに存在する自
動アクションをキャンセルする場合に指定します。
構成定義ファイル（jbs_route.conf）で定義されているホストだけ指定できます。構
成定義ファイルの設定については，
「構成定義ファイル（jbs_route.conf）」
（3. 定義
ファイル）を参照してください。なお，IP アドレス，およびホストグループは指定でき
ません。
-f
キャンセル時の確認メッセージを省略して，自動アクションをキャンセルしたい場合に
指定します。

注意事項
• アクション情報ファイルに存在しないアクションのキャンセルはできません。
• 自動アクションのキャンセル処理中にアクション実行先のホストが再起動した場合に
は，アクションのキャンセル状態を取得できません。そのため，アクションの状態が
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「送信待機（キャンセル中）」
，「送信中（キャンセル中）
」，
「キューイング（キャンセル
中）
」，または「実行中（キャンセル中）
」のままになり，キャンセル処理が成功したか
どうか確認できません。jcocmdshow コマンドで確認し，アクションが残っている場
合には，jcocmddel コマンドで削除してください。
• 下記オプションを指定して，複数アクションをキャンセルした時に，複数のエラーが
発生した場合，最後にエラーとなったエラー内容が jcacancel コマンドの戻り値と
なります。
• 「-i」オプションで複数のアクションを指定した
• 「-s」オプションを指定した
• 「-a」オプションを指定した

戻り値
0

正常終了

1

引数不正エラー

2

共通定義不正エラー

3

アクション状態不正エラー

4

キャンセル処理エラー

5

入出力エラー

6

自動アクション機能（自動アクションサービス）からの応答がない

7

実行権限エラー（Windows 限定）
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システムエラー

使用例 1
複数の自動アクション（アクション通し番号 23，35，42）をキャンセルする場合
jcacancel -i 23,35,42

使用例 2
論理ホスト hostA から実行し，かつ，論理ホスト hostA の監視下にあるすべてのホス
トに存在する自動アクションをキャンセルする場合
jcacancel -h hostA -a

使用例 3
jcacancel を実行する JP1/IM から実行し，かつ，ホスト host01 に存在する自動アク
ションをキャンセルする場合
jcacancel -s host01

使用例 4
論理ホスト hostB から実行し，かつ，論理ホスト hostB 監視下の host02 に存在する
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自動アクションをキャンセルする場合
jcacancel -h hostB -s host02

使用例 5
論理ホスト hostC の監視下にある自動アクションを，アクション通し番号（23，35，
42）を指定してキャンセルする場合
jcacancel -h hostC -i 23,35,42
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jcachange
機能
自動アクション定義ファイルを再読み込みする，または自動アクション機能を休止する
コマンドです。
オプションを省略した場合，自動アクション定義ファイルを再読み込みします。自動ア
クション定義ファイルの内容を変更したあとに，変更したアクション定義を有効にする
ために，このコマンドで再読み込みをします。

形式
jcachange [-n] [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-n
自動アクション機能を休止します。アクション定義に一致するイベントを受信しても，
アクションは実行されません。
自動アクション機能を再開するには，オプションを省略して jcachange コマンドを実
行するか，JP1/IM - Manager を再起動します。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストに対応するアクション定義を再読み込み，または休止します。このオプションを省
略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変
数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシス
テムを使用していない場合には指定は不要です。

184

jcachange

注意事項
再読み込みした自動アクション定義パラメーターのサイズが最大長を超えていた場合，
該当する行番号の自動アクション定義パラメーターは無視されます。自動アクション定
義パラメーターのサイズについては，
「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）」
（3. 定義ファイル）を参照してください。

戻り値
0

正常終了

0 以外の値

異常終了
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jcamakea
機能
自動アクションの定義ファイルの内容をチェックします。定義ファイルが複数に分かれ
ている場合は，一つに併合します。
チェック，および併合結果は標準出力に出力されます。出力結果をリダイレクトして，
自動アクション定義ファイルを作成してください。
チェックした結果，エラーが見つかった場合は，標準エラー出力にエラーメッセージが
出力されます。

形式
jcamakea 自動アクション定義ファイル名1 […自動アクション定義ファイル名100]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
自動アクション定義ファイル名 1 […自動アクション定義ファイル名 100]
アクションを定義したファイルをフルパスで指定します。最大 100 ファイル指定できま
す。ファイル名とファイル名の間には空白を挿入します。自動アクション定義ファイル
のパス名に空白を含む場合は，「"」で囲んで指定します。
ファイル名には，255 バイトまでの名称を指定できます。

注意事項
• 定義中に継続行「¥」の指定があった場合は，
「¥」と改行文字を削除し，次行へとつ
なげて出力されます。
•「#」で始まるコメント行があった場合は，次の行にアクション定義がある行だけを標
準出力に出力されます。コメント行が連続している場合，アクション定義の直前の行
以外は出力されません。また，アクション定義が無効な定義であった場合，その直前
のコメント行は出力されません。コメント行に，継続行を示す「¥」があった場合，
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継続行を表す記号ではなくコメントの一部とみなされます。
• オプション指定した自動アクション定義ファイル内に記述している自動アクション定
義パラメーターのサイズが最大長を超えていた場合，その自動アクション定義パラ
メーターは標準出力に出力されません。自動アクション定義パラメータのサイズにつ
いては，
「自動アクション定義ファイル（actdef.conf）
」（3. 定義ファイル）を参照
してください。
• シンタックスエラーがあったアクション定義は，標準出力に出力されません。
• 定義パラメーターがないファイル，またはコメントだけのファイルは，エラーになり
ます。
• 複数に分かれている自動アクション定義ファイルを併合する場合，自動アクション定
義ファイルバージョン，および自動アクション状態監視パラメーターは最初に指定し
たファイルの定義が出力されます。
• アクション定義の［アクション］に「<RULE>」と指定されている場合，
［実行ユー
ザー名］
［実行ホスト名］
［環境変数ファイル］を同時に指定できません。このとき
KAVB4550-W のメッセージが表示され，自動アクション定義パラメーターは標準出
力に出力されません。

戻り値
0

正常終了

0 以外の値

異常終了

使用例
自動アクション定義ファイル 1 /usr/console/action1 と自動アクション定義ファイ
ル 2 /usr/console/action2 を併合して，自動アクション定義ファイル /usr/
console/actionx1 を作成します。
jcamakea /usr/console/action1 /usr/console/action2 > /usr/console/
actionx1
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jcashowa
機能
実行した自動アクションの結果を表示します。指定した日時に登録されたイベントに対
する自動アクションの実行結果を表示します。

形式
jcashowa [-d {[MM/dd/hh:mm][, [MM/dd/hh:mm]]}]
[-h 論理ホスト名]
[アクション情報ファイル名]

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-d {[MM/dd/hh:mm][, [MM/dd/hh:mm]]}
イベントが登録された日時を指定します。範囲を指定する場合は，始点と終点を「,」で
区切って指定します。指定した範囲の時刻に登録されたイベントに対するアクションの
情報を表示します。このオプションを省略した場合は，すべてのアクション情報を表示
します。
日時指定（MM/dd/hh:mm）について
日時指定は，次の表に示す形式で指定できます。運用に合わせて使い分けてくださ
い。
表 2-2 日時指定形式
日時指定パターン
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説明

MM/dd/hh:mm

MM には月，dd には日，hh には時，mm には分を指定します。

MM/dd/hh

MM には月，dd には日，hh には時を指定します。
省略した mm は 00 を指定したと仮定されます。

jcashowa

日時指定パターン

説明

MM/dd

MM には月，dd には日を指定します。
省略した hh は 00，mm は 00 を指定したと仮定されます。

dd

dd には日を指定します。
省略した MM は jcashowa コマンドを実行した月，hh は 00，mm は 00
を指定したと仮定されます。

dd/hh:mm

dd には日，hh には時，mm には分を指定します。
省略した MM は jcashowa コマンドを実行した月を指定したと仮定されま
す。

hh:mm

hh には時，mm には分を指定します。
省略した MM は jcashowa コマンドを実行した月，dd は jcashowa コマ
ンドを実行した日を指定したと仮定されます。

日時の範囲指定（[MM/dd/hh:mm][, [MM/dd/hh:mm]]）について
日時の範囲指定は，次の表に示す形式で指定できます。運用に合わせて使い分けて
ください。
表 2-3 日時の範囲指定形式
範囲指定パターン

説明

-d 日時

「日時」と指定することで，特定の日時に登録されたイベントに対して
実行されたアクションの，アクション結果を表示できます。
例えば 10 月 24 日 22 時に登録されたイベントに対して実行されたア
クションの，アクション結果を表示したい場合は次のように指定しま
す。
jcashowa -d 10/24/22:00

-d 日時 , 日時

「日時 , 日時」と指定することで，ある日時からある日時までの範囲で
登録されたイベントに対して実行されたアクションの，アクション結
果をすべて表示できます。
例えば 10 月 24 日 22 時から 11 月 24 日 10 時までに登録されたイベン
トに対して実行されたアクションの，アクション結果を表示したい場
合は次のように指定します。
jcashowa -d 10/24/22:00,11/24/10:00

-d 日時 ,

「日時 ,」と指定することで，ある日時以降に登録されたイベントに対
して実行されたアクションの，アクション結果をすべて表示できます。
例えば 10 月 24 日 22 時以降に登録されたイベントに対して実行され
たアクションの，アクション結果を表示したい場合は次のように指定
します。
jcashowa -d 10/24/22:00,

-d , 日時

「, 日時」と指定することで，ある日時以前に登録されたイベントに対
して実行されたアクションの，アクション結果をすべて表示できます。
例えば 11 月 24 日 10 時以前に登録されたイベントに対して実行され
たアクションの，アクション結果を表示したい場合は次のように指定
します。
jcashowa -d ,11/24/10:00

指定年の仮定について
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jcashowa コマンドを実行した月より，始点に指定した月の方が大きい場合，始点
に指定した日時を前年とみなして「前年の始点日時から本年の終点日時まで」と判
断します。
始点に指定した月が jcashowa コマンドを実行した月より大きい場合
12 月 ≧ 始点指定月 ＞ jcashowa コマンド実行月
始点指定日時の年度は jcashowa コマンドを実行した年の 1 年前の日時とみな
します。
始点に指定した月が jcashowa コマンドを実行した月より小さい場合
jcashowa コマンド実行月 ≧ 始点指定月 ≧ 01 月
始点指定日時の年度は jcashowa コマンドを実行した年の日時とみなします。
(例1) 2003/10/31に下記のようにjcashowaコマンドを実行した場合
# jcashowa -d 11/01/0:00,10/01/23:59
2002/11/01 0:00 〜 2003/10/01 23:59 の範囲として正常に処理されます。
(例2) 2003/11/01に下記のようにjcashowaコマンドを実行した場合
# jcashowa -d 11/01/0:00,10/01/23:59
2003/11/01 0:00 〜 2003/10/01 23:59 の範囲を指定したとみなし，日時
の指定範囲が昇順となっていないため，「KAVB4009-W オプション(-d)の値に誤
りがあります」と表示されます。
-d オプションは，指定する日時の大小関係を判断します。上記で述べた年度解釈の
結果で，始点に指定した日時と終点に指定した日時が，昇順となっていない場合は
エラーとなります。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストに対応するアクションの実行結果が表示されます。このオプションを省略した場合，
環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシステ
ムを使用していない場合には指定は不要です。
アクション情報ファイル名
アクション情報ファイルをフルパスで指定します。
物理ホストのアクション情報ファイルを指定する場合は，-h オプションおよび環境変数
JP1_HOSTNAME を指定しないでください。
論理ホストのアクション情報ファイルを指定する場合は，-h オプションまたは環境変数
JP1_HOSTNAME に論理ホスト名を指定してください。
アクション情報ファイル名には，255 バイトまでのファイル名が指定できます。
アクション情報ファイルは，実行したアクションに関する情報を格納するファイルです。
なお，このオプションは，指定したいほかのオプションをすべて指定したあとに指定し
てください。
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戻り値
0

正常終了

3

引数エラー

6

システムエラー

7

コマンドを実行する権限がない（Windows Server 2008 限定）

出力形式
jcashowa コマンドを実行すると，自動アクション情報は次の形式で出力されます。
イベント情報※1
イベントID△イベントDB内通し番号△イベント登録時刻△イベント
到着時刻
アクション情報※2 アクション通し番号△アクション種別△状態△遅延状態△PID△実
行先ホスト名
アクション情報 アクション投入時刻△アクション開始時刻△アクション終了時刻△終
了コード
コマンド
コマンド
メッセージ
メッセージ
注※ 1 自動アクションの設定で AND 条件を指定している場合には，実行条件に設定し
ているイベントのうち，最後に受信したイベントのイベント情報だけ出力されます。
注※ 2 アクションに遅延監視設定をしていない，またはアクションが遅延していない場
合は，以下のように出力されます。
アクション情報

アクション通し番号△アクション種別△状態△PID△実行先ホスト名

出力される各項目を次に説明します。
表 2-4 自動アクション情報の出力項目
項目

説明

イベント ID

イベント ID が「基本コード : 拡張コード」の形式で表示される。

イベント DB 内通し番
号

イベントのイベント DB 内通し番号が表示される。

イベント登録時刻

イベントの登録時刻が「月 / 日 時 : 分 : 秒」の形式で表示される。

イベント到着時刻

イベントの到着時刻が「月 / 日 時 : 分 : 秒」の形式で表示される。

アクション通し番号

実行するアクションのアクション通し番号

アクション種別

アクションの種別が次のどれかで表示される。
• Command（コマンド）
• Rule（JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求）
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項目
状態

説明
状態アクションの実行状態を表す次の文字列のどれか。
• running（実行中）
• ended（終了）
• none（なし）
• fail（実行不可：JP1/Base に実行要求を渡す前のエラー）
• error（実行失敗：JP1/Base のコマンド制御内でのエラー）
• unknown（状態不明：コマンドの実行結果が不明）
• wait（送信待機：先行コマンドの終了待ち）
• send（送信中：コマンドの送信中）
• queue（キューイング：JP1/Base 内でのコマンド実行待ち）
• cancel（キャンセル）
• kill（強制終了）
• deterrent（抑止）
アクションを JP1/IM - View または jcacancel コマンドからキャン
セルした場合，上記の状態の後ろにキャンセル状態が表示される。
アクションのキャンセル状態を次に示す。
• canceling（キャンセル中）例：queue（canceling）
• miss（キャンセル失敗）例：ended（miss）
自動アクションサービスの再起動時にコマンドが再実行，またはアク
ション再実行用ファイルに出力された場合は，状態の後ろに「-R」が
付く（例：ended-R）。
JP1/IM - View から再実行をした場合は，上記の状態の後ろに「-RU」
が付く（例：ended-RU）。
抑止されたアクションを JP1/IM - View から再実行した場合は，上記
状態の後ろに「-RUD」が付く（例：ended-RUD）。
抑止されたアクションを JP1/IM - View から再実行し，かつ，再実行
中に自動アクションサービスの再起動（系切り替え含む）の発生に
よって再実行，またはアクション再実行用ファイルに出力された場合
は，状態の後ろに「-RD」が付く（例：ended-RD）
。
抑止されたアクションでアクションの状態が「fail」( 実行不可 ) の
場合は「fail」の状態の後ろに「-D」が付く ( 例：fail-D)。
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遅延状態

アクションの遅延状態を表す。
アクションが遅延している場合は，delay（遅延）と表示される。
アクションが遅延していない場合は，何も表示されない。

PID

実行したアクションのプロセス ID。
系切り替えが発生して，アクション再実行用ファイルにアクションの
情報が記述された場合は，
「OUTPUT」と表示される。

実行先ホスト名

アクションを実行したホストのホスト名

アクション投入時刻

実行するアクションの投入時刻が「月 / 日 時 : 分 : 秒」の形式で表示
される。
アクションが投入されていない場合は「**/** **:**:**」と表示さ
れる。

アクション開始時刻

実行するアクションの開始時刻が「月 / 日 時 : 分 : 秒」の形式で表示
される。
アクションが開始されていない場合は「**/** **:**:**」と表示さ
れる。
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項目

説明

アクション終了時刻

実行したアクションの終了時刻を「月 / 日 時 : 分 : 秒」の形式で表示
する。
アクションが終了していない場合は，
「**/** **:**:**」と表示さ
れる。

終了コード

実行したアクションの終了コード。
アクションが終了していない場合は，
「***」と表示される。

コマンド

アクションとして実行したコマンド。

メッセージ

コマンドが出力したメッセージ。

出力例
（例 1）
コマンドが異常終了し，メッセージが出力された場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド
メッセージ

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
23000 Command ended 27934 raysol
12/03 12:09:15 12/03 12:09:16 12/03 12:09:17 1
/usr/local/action
abcがみつかりません。

（例 2）
コマンドが実行中で，メッセージが出力されていない場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
23000 Command running 27934 raysol
12/03 12:09:15 12/03 12:09:16 **/** **:**:** ***
/usr/local/executing

（例 3）
コマンドの状態が実行中，キャンセル状態がキャンセル中で，メッセージが出力さ
れていない場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
10 Command running(canceling) 15236 raysol
12/03 12:09:15 12/03 12:09:16 **/** **:**:** ***
/usr/local/action

（例 4）
結果が複数ある場合
イベント情報
00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
アクション情報
380 Command ended 233 raysol
アクション情報
12/03 12:09:13 12/03 12:09:14 12/03 12:09:14 20
コマンド
/usr/local/action
イベント情報
00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
アクション情報
381 Command ended 279 raysol
アクション情報
12/05 10:39:20 12/05 10:39:21 12/05 10:39:23 128
コマンド
/usr/local/action2
メッセージ
権限がありません
スーパーユーザで実行してください
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処理を打ち切ります
（例 5）
パラメーターグループ指定のため，一つのイベントに対し複数のアクションがある
場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
987 Command running 2904 raysol
12/05 10:39:20 12/05 10:39:21 12/03 12:09:13 0
/usr/local/first
00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
988 Command ended 2906 raysol
12/05 10:39:20 12/05 10:39:21 12/06 21:02:54 0
/usr/local/second

（例 6）
系切り替えが発生したため，アクションの情報がアクション再実行用ファイルに記
述された場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
**:**:** ***

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
45687 Command ended-R OUTPUT
**/** **:**:** *** **/** **:**:** *** **/**

（例 7）
実行中のアクションが遅延している場合
イベント情報
アクション情報
アクション情報
コマンド

00002000:00000000 20 12/03 12:03:26 12/03 12:03:26
987 Command running delay 2904 raysol
12/05 10:39:20 12/05 10:39:21 **/** **:**:** ***
/usr/local/executing

（例 8）
引数なしでコマンドを実行した場合（JP1/IM - Rule Operation 連携機能が有効）
イベント情報
00000111:00000000 628 03/13 16:18:24 03/13 16:18:24
アクション情報 523 Rule ended 3016 raysol
アクション情報 03/13 16:18:24 03/13 16:18:24 03/13 16:18:28 0
コマンド
jrmexecrule -c raysol -s 628 -t 1142234304
メッセージ
KAJX4101-I ルールの起動に成功しました
起動ルール一覧
RuleOperation/rule005
イベント情報
00000111:00000000 628 03/13 16:18:24 03/13 16:18:24
アクション情報 524 Command ended 3156 raysol
アクション情報 03/13 16:18:24 03/13 16:18:28 03/13 16:18:28 0
コマンド
hostname
メッセージ
raysol
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jcastatus
機能
稼働している自動アクション機能の動作状態（停止，稼働，休止）
，および稼働している
自動アクション機能が読み込んでいる自動アクション定義ファイルの内容を標準出力に
表示します。

形式
jcastatus [-h 論理ホスト名]
[-d ]

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストに対応する自動アクション機能（イベントフロー制御サービス）の動作状態が表示
されます。このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホ
スト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名
が仮定されます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。
-d
稼働している自動アクション機能が読み込んでいる自動アクション定義ファイルの内容
を標準出力に表示します。自動アクション定義ファイルと同じフォーマットで表示され
ます。

戻り値
0

正常終了

4

自動アクション機能（イベントフロー制御サービス）からの応答がない
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5

自動アクション機能（イベントフロー制御サービス）が停止または休止中のた
め，自動アクション定義ファイルの内容が表示できない

6

システムエラー（コマンド側）

7

コマンドを実行する権限がない（Windows Server 2008 限定）

-13

引数指定値不正

-102

入出力エラー

-104

システムエラー（イベントフロー制御サービス側）

出力形式
jcastatus コマンドを実行すると，自動アクション機能の動作状態は次の形式で出力さ
れます。
Status : 状態
「状態」に表示される文字列について次に説明します。
表 2-5 自動アクション機能の動作状態
動作状態

「状態」に表示さ
れる文字列

説明

停止

STOP

自動アクション機能（イベントフロー制御サービス）が停
止している状態。

稼働

RUNNING

自動アクション機能（イベントフロー制御サービス）が起
動しており，自動アクション機能が使用できる状態。

休止

STANDBY

イベントフロー制御サービスは起動しているが，自動アク
ション機能は休止している状態。
休止状態の間は，イベントは受信されるが，受信されたイ
ベントに対してアクション処理は行われない。
休止状態から稼働状態になった場合は，休止中に受信され
たイベントに対してアクション処理は行われない。

出力例
自動アクション機能の動作状態が休止状態であった場合
Status : STANDBY
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jco_killall.cluster（UNIX 限定）
機能
クラスタシステムで運用している場合に，JP1/IM - Manager のプロセスを強制的に終了
します。
系切り替え時には，jco_stop.cluster コマンドを実行してもプロセスが停止しなく
て，系切り替えが失敗することがあります。このコマンドは，停止しないプロセスを強
制終了します。このコマンドは，正規の方法で JP1/IM - Manager のサービスを停止し
てもプロセスが停止しない場合にだけ使用してください。
終了させるプロセスは次のものです。
• プロセス管理（jco_spmd）
• 自動アクションサービス（jcamain）
• イベントコンソールサービス（java）
• イベントフロー制御サービス（evflow）
• 相関イベント発行サービス（java）
• セントラルスコープサービス（jcsmain）
• インシデント登録サービス（java）
JP1/IM - Incident Master 連携用のプロセスです。

形式
jco_killall.cluster [論理ホスト名]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/etc/opt/jp1cons/

引数
論理ホスト名
JP1/Base で設定した論理ホスト名を指定します。指定できる文字数は，1 〜 15（単位：
バイト）です。省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定
されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されま
す。

注意事項
このコマンドは，論理ホスト名を先頭から 15 バイトまでで判定して，対応するプロセス
を強制終了します。名称が 16 バイト以上の論理ホストのプロセスを強制終了できませ
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ん。

戻り値

198

0

正常終了

1

論理ホスト名が指定されていない

2

ログディレクトリがない

jco_spmd_reload

jco_spmd_reload
機能
JP1/IM - Manager のプロセスの状態を更新します。JP1/IM - Manager の定義情報を変
更した場合に，変更した内容を再度読み込んで有効にします。
jco_spmd_reload コマンドの実行で有効になる定義ファイル，およびその定義情報は
次のとおりです。詳細は「3.

定義ファイル」記載の各定義ファイルの「定義の反映時

期」を参照してください。
• 自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）の下記情報
• AND イベント保管期限（"EVENTALIVEPERIOD"）
• アクション実行標準ユーザー（"ACTIONEXECUSER"）
• 自動アクション発行イベント（"SENDABLE_EVENT"）
• イベント発行元ホスト名取得方法（"HOSTINEVENT"）
• 自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）
• 拡張起動プロセス定義ファイル（jp1co_service_0700.conf）
• ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）
• イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）
• ホスト情報ファイル（jcs_hosts）
• ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）
• 相関イベント発行システムプロファイル（egs_system.conf）
• 相関イベント発行環境定義ファイル
• インシデント登録用システムプロファイル（eds_system.conf）
• インシデント手動登録定義ファイル（incident.conf）
• インシデント登録環境定義ファイル（jcdmain.conf.update）

形式
jco_spmd_reload [-h 論理ホスト名]
[-t 監視時間]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
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/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定できる文字
数は，1 〜 255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場合，環境変数
JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を
指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していな
い場合には指定は不要です。
-t 監視時間
jco_spmd_reload コマンドの実行終了を待つ時間を秒単位で指定します。指定できる
値は，0 〜 32,767（単位：秒）です。指定した時間内に jco_spmd_reload コマンドの
実行が終わらない場合，jco_spmd_reload コマンドの実行が失敗したとみなします。
デフォルトは，60 秒です。

戻り値
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0

正常終了

0 以外の値

異常終了

jco_spmd_status

jco_spmd_status
機能
JP1/IM - Manager のプロセス群の起動状態を表示するコマンドです。

形式
jco_spmd_status [-h 論理ホスト名]
[-t 監視時間]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定できる文字
数は，1 〜 255（単位：バイト）です。このオプションを省略した場合，環境変数
JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を
指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタシステムを使用していな
い場合には指定は不要です。
-t 監視時間
jco_spmd_status コマンドの実行終了を待つ時間を秒単位で指定します。指定できる
値は，0 〜 32,767（単位：秒）です。指定した時間内に jco_spmd_status コマンドの
実行が終わらない場合，jco_spmd_status コマンドの実行が失敗したとみなします。
デフォルトは 60 秒です。

戻り値
0

すべての子プロセスが起動している

1

プロセス管理との通信などでエラーが発生した，またはクラスタシステムで運用
している場合に共有フォルダ（共有ディレクトリ）がマウントされていない

4

一部の子プロセスが起動している
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8

すべて停止している

12

要求処理中（リトライ可能）

jco_start（UNIX 限定）

jco_start（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager を自動的に起動するためのスクリプトです。
このコマンドを実行するためには，JP1/IM - Manager のインストールとセットアップの
完了後，次に示す操作が必要です。
# cd /etc/opt/jp1cons
# cp -p jco_start.model jco_start
以上の作業によって，システムの開始時に，JP1/IM - Manager が自動的に起動します。
なお，このコマンドを実行する前に必ず JP1/Base を起動してください。JP1/IM Manager は，前提製品 JP1/Base の機能を使用して動作しています。

形式
jco_start

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/etc/opt/jp1cons/

注意事項
JP1/IM - Manager のプロセス群に起動要求を出したあと，戻り値 0 で終了します。プロ
セス群が正しく起動したかどうかは，jco_start コマンドの終了後，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

戻り値
0

正常終了

1

引数が二つ以上指定されている，またはイベントサービスが起動していない

2

ログディレクトリがない
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jco_start.cluster（UNIX 限定）
機能
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト上の JP1/IM - Manager を起動し
ます。

形式
jco_start.cluster [論理ホスト名]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/etc/opt/jp1cons/

引数
論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定できる文字数は，1 〜 63（単位：バイト）です。省略した場合，環境
変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

注意事項
• クラスタソフトにこのコマンドを登録することによって，JP1/IM - Manager が起動し
ます。
• このコマンドを実行する前に，同じ論理ホスト上の JP1/Base を起動してください。
JP1/Base のイベントサービスが起動されていない場合にこのコマンドを実行したとき
は，エラーとなります。
• JP1/IM - Manager のプロセス群に起動要求を出したあと，戻り値 0 で終了します。
プロセス群が正しく起動したかどうかは，jco_start.cluster コマンドの終了後，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

戻り値
0

正常終了

1

引数が二つ以上指定されている，またはイベントサービスが起動していない

2

ログディレクトリがない

補足事項
このコマンドを実行するためには，JP1/IM - Manager のインストールとセットアップの
完了後，jp1cc_setup_cluster（および jp1cs_setup_cluster）を実行する必要
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があります。
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jco_stop（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager を自動的に終了するためのスクリプトです。このコマンドの実行に
は，JP1/IM - Manager のインストールとセットアップの完了後，次に示す操作が必要で
す。
# cd /etc/opt/jp1cons
# cp -p jco_stop.model jco_stop
以上の作業によって，システムの終了時に JP1/IM - Manager が自動的に終了します。

形式
jco_stop

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/etc/opt/jp1cons/

戻り値
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0

正常終了

1

引数が二つ以上指定されている，または停止要求がタイムアウトした

jco_stop.cluster（UNIX 限定）

jco_stop.cluster（UNIX 限定）
機能
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト上の JP1/IM - Manager を終了し
ます。

形式
jco_stop.cluster [論理ホスト名]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/etc/opt/jp1cons/

引数
論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，このコマンドを実行させたい論理ホスト名を
指定します。指定できる文字数は，1 〜 63（単位：バイト）です。省略した場合，環境
変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環境変数
JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。

注意事項
クラスタソフトにこのコマンドを登録する必要があります。

戻り値
0

正常終了

1

引数が二つ以上指定されている，または停止要求がタイムアウトした

補足事項
このコマンドを実行するためには，JP1/IM - Manager のインストールとセットアップの
完了後，jp1cc_setup_cluster（および jp1cs_setup_cluster）を実行する必要
があります。
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jcochafmode
機能
イベント取得フィルターの位置をイベントコンソールサービスからイベントフロー制御
サービスに変更します。
イベント取得フィルター（互換用）を使用している場合にこのコマンドを実行すると，
JP1 イベントの監視に加えて，自動アクションや統合スコープなどのほかの機能にも有
効なフィルターとして動作させることができます。また，フィルター条件を詳細に定義
できるようになります。ただし，イベント取得フィルター（互換用）のまま運用したい
場合は，フィルター位置の変更は不要です。
なお，07-00 以前のイベント取得フィルターで設定した内容，またはイベント取得フィル
ター（互換用）で設定した内容は，下記表で示すとおりに引き継がれます。運用に合わ
せて設定内容，条件群名を変更してください。
表 2-6 イベント取得フィルター設定項目の引き継ぎ
jcochafmode コマンド実行前の設
定
設定なし

jcochafmode コマンド実行後

何も設定のない「既存条件群」に引き継がれる。

イベント ID だけ設定

「既存条件群」に引き継がれる。

重大度だけ設定

「既存条件群」に引き継がれる。

JP1/SES イベントだけ設定

「既存条件群 _SES」に引き継がれる。

JP1/SES イベント，イベント ID
を設定

JP1/SES イベント，イベント ID ※の設定が「既存条件群
_SES」として引き継がれる。
イベント ID ※の設定が「既存条件群」として引き継がれ
る。

重大度，イベント ID を設定

「既存条件群」に引き継がれる。

JP1/SES イベント，重大度を設
定

JP1/SES イベントの設定は「既存条件群 _SES」として引
き継がれる。
重大度の設定は「既存条件群」として引き継がれる。

JP1/SES イベント，重大度，イ
ベント ID を設定

JP1/SES イベント，イベント ID ※の設定が「既存条件群
_SES」として引き継がれる。
重大度，イベント ID ※の設定が「既存条件群」として引き
継がれる。

注※
イベント ID の設定は条件群両方に引き継がれます。

形式
jcochafmode [-h 論理ホスト名]
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実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/
注

このコマンドは，Windows Server 2003(IPF)，HP-UX(IPF)，および Linux 版の

JP1/IM - Manager には同梱されていません。

引数
-h 論理ホスト名
イベント取得フィルター（互換用）の論理ホスト名を指定します。このオプションを省
略した場合，物理ホストを仮定します。クラスタシステムを使用していない場合には指
定は不要です。

注意事項
• このコマンドを実行してイベント取得フィルターの位置および定義内容を変更する場
合は，イベント取得フィルターを変更する対象ホストの JP1/IM - Manager を必ず停
止してください。JP1/IM - Manager を停止していない状態でこのコマンドを実行した
ときは，エラーとなります。
• このコマンドを何度も実行した場合は，すでに変換されているイベント取得フィル
ターが上書きされ，カスタマイズした条件定義が破棄されます。このコマンドは，イ
ベント取得フィルターを変換するときに 1 回だけ実行してください。
• 一度変換したイベント取得フィルターを，バージョンアップ前のイベント取得フィル
ターまたはイベント取得フィルター（互換用）として（フィルターの位置および定義
内容を）元に戻すことはできません。
• バージョン 07-10 以降のイベント取得フィルターを，イベント取得フィルター（互換
用）に変換することはできません。
• JP1/IM - Manager を新規にインストールした場合，このコマンドを実行する必要はあ
りません。
• このコマンドを実行してイベント取得フィルターの位置をイベントフロー制御サービ
スに変更すると，以後そのフィルターは JP1/IM - Incident Master 連携用の機能（イ
ンシデント登録サービス）および相関イベント発行サービスにも適用されるようにな
ります。
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戻り値
0

正常終了

1

異常終了

使用例
論理ホスト host01 のイベント取得フィルター（互換用）を，イベントフロー制御サー
ビス上で動作するイベント取得フィルターに変換する。
jcochafmode -h host01

出力例 1
イベント取得フィルターを変更する対象ホストの JP1/IM - Manager が停止されている
場合
KAVB1005-I コマンド（jcochafmode）を開始しました
KAVB0836-I イベント取得フィルタを互換から通常モードに切り替えました
KAVB1002-I コマンド（jcochafmode）が正常終了しました

出力例 2
イベント取得フィルターを変更する対象ホストの JP1/IM - Manager が停止されていな
い場合
KAVB1005-I コマンド（jcochafmode）を開始しました
KAVB0831-E JP1/IM - Central Consoleが起動しています
KAVB1003-I コマンド（jcochafmode）が異常終了しました
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jcochdisc
機能
JP1/IM - Incident Master 連携用のコマンドです。
インシデント登録サービスの動作状態を「稼働」から「休止」に，または「休止」から
「稼働」に変更するコマンドです。状態が「稼働」の場合，インシデント登録定義に従
い，JP1 イベントの相関処理（条件比較，インシデントの生成，および JP1/IM Incident Master へのインシデントの登録）をします。状態が「休止」の場合，インシデ
ント登録定義に一致する JP1 イベントを取得しても，JP1 イベントの相関処理をしませ
ん。

形式
jcochdisc [-n]
[-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-n
インシデント登録サービスの動作状態を「休止」にする場合に指定します。
「休止」にな
ると，インシデント登録定義に一致する JP1 イベントを取得しても，イベントの相関処
理をしません。また，
「休止」の間に発生した JP1 イベントに対しては，インシデント登
録サービスの動作状態が「休止」から「稼働」に変わっても，JP1 イベントの相関処理
をしません。
このオプションを省略した場合は，インシデント登録サービスの動作状態を「稼働」に
します。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
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を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了（インシデント登録サービスの稼働，または休止に失敗した）

2

インシデント登録サービスとの通信がタイムアウトした

100

実行権限がない（Windows 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例 1
物理ホスト（hostP）のインシデント登録サービスの動作状態を「稼働」にする場合。
入力値
jcochdisc
結果
KAJV1201-I インシデント登録定義ファイルを読み込み，hostP のインシデン
ト登録機能を稼働状態にしました

使用例 2
論理ホスト（hostL）のインシデント登録サービスの動作状態を「休止」にする場合。
入力値
jcochdisc -n -h hostL
結果
KAJV1202-I hostL のインシデント登録機能を休止しました
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jcochfilter
機能
JP1/IM - Manager のイベントフロー制御サービス，インシデント登録サービス（JP1/
IM - Incident Master 連携機能），および相関イベント発行サービスで有効となっている
イベント取得フィルターを，指定したフィルター ID のイベント取得フィルターに切り替
えるためのコマンドです。また，指定した共通除外条件を有効にすることもできます。
イベント取得フィルターのフィルター ID，フィルター名，共通除外条件群の共通除外条
件群 ID，および共通除外条件群名を一覧で表示することもできます。

形式
jcochfilter [-i フィルターID]
[-h 論理ホスト名]
[-e [共通除外条件群ID[,共通除外条件群ID...]|ALL]]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-i フィルター ID
切り替えて使用するイベント取得フィルターのフィルター ID を指定します。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-e [ 共通除外条件群 ID[, 共通除外条件群 ID...]|ALL]
有効にしたい共通除外条件群の ID を指定します。指定しなかった ID の共通除外条件は
無効になります。複数指定する場合は，コンマで区切ります。すべての共通除外条件を
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有効にしたい場合は，ALL を指定します。なお，-e のあとに何も指定しなかった場合
は，すべての共通除外条件が無効になります。

注意事項
• -i および -e を指定しなかった場合，次の内容を一覧で表示します。
• 適用中のイベント取得フィルターのフィルター ID とフィルター名
• 適用中の共通除外条件群 ID と共通除外条件群名
• 設定されているイベント取得フィルターのフィルター ID とフィルター名
• 設定されている共通除外条件群 ID と共通除外条件群名
• 指定したホストの JP1/IM - Manager が起動していない場合，およびイベント取得
フィルターが互換用の場合は，jcochfilter コマンドは実行できません。

戻り値
0

正常終了

1

引数エラー

2

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）と接続できない（通信エラー）

3

JP1/IM - Manager の起動状態が確認できない

4

一定時間内に JP1/IM - Manager からの応答がない

5

イベント取得フィルターが互換用で動作している

6

JP1/IM - Manager からのエラー

7

-i オプションで指定したフィルター ID が存在しない

8

jcochfilter コマンドの実行権限がない（Windows 限定）

9

イベント取得フィルターの最大長を超えている

10

-e オプションで指定した共通除外条件が存在しない

255

その他のエラー

使用例 1
論理ホスト hostA 上のイベント取得フィルターの一覧を表示する場合
jcochfilter -h hostA

使用例 2
論理ホスト hostA 上のイベント取得フィルターをフィルター ID が 3 のフィルターに変
更する場合
jcochfilter -i 3 -h hostA

使用例 3
論理ホスト hostA 上のイベント取得フィルターの共通除外条件群（ID：0，2）を有効に
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する場合
jcochfilter -e 0,2 -h hostA
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jcochstat
機能
重要イベントの対処状況を示す情報を変更します。
このコマンドは，-h で指定したホストのイベント DB にアクセスし，-n で指定した通
し番号の JP1 イベントの重要イベント対処状況を変更します。
対処状況を変更すると，同じマネージャーホストにログインしているほかの JP1/IM View でも対処状況の表示が変更されます。対処状況を変更する JP1 イベントがほかのホ
ストから転送されてきた場合やほかのホストに転送する設定がされている場合，転送元
および転送先のホストでの対処状況は変更されません。
なお，このコマンドを使えば，［イベントコンソール］画面の［重要イベント］ページに
表示されていない JP1 イベントの対処状況も変更できますが，この場合，その変更を確
認するには次の方法を取る必要があります。
• 対処状況を変更した JP1 イベントが［イベントコンソール］画面の［イベント監視］
ページに表示されている場合：
［イベント監視］ページで確認する。
• 対処状況を変更した JP1 イベントが［イベントコンソール］画面の［イベント監視］
ページに表示されていない場合：イベント検索で確認する。
このコマンドは，JP1/IM - Manager が稼働する環境で使用できます。

形式
jcochstat [-h
{-k
-k
-n

マネージャーホスト名]
重要イベント対処状況キー | -d |
重要イベント対処状況キー -d}
イベントDB内通し番号1[,...,イベントDB内通し番号10]

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/
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引数
-h マネージャーホスト名
重要イベントが登録されているイベント DB があるマネージャーホストを指定します。
このオプションを省略した場合は，自ホストを仮定します。クラスタシステムでの運用
時に，このオプションを省略した場合は，コマンドを実行した物理ホスト名を仮定しま
す。指定したマネージャーホスト上の JP1/IM - Manager が起動していないと，エラー
になります。
マネージャーホスト名は 255 文字以内の文字列で指定してください。
-k 重要イベント対処状況キー
重要イベントの対処状況を表すキー値を入力します。-n オプションで指定した重要イベ
ントの対処状況が，指定したキーが示す対処状況に変更されます。また，JP1/IM - View
で表示した場合，対処状況マークが変更されます。
重要イベント対処状況キーは大文字と小文字を区別します。
-k オプションと -d オプションは，どちらか一方または両方を指定してください。-k オ
プションと -d オプションを両方指定した場合は，対処状況を変更したあと，JP1/IM View の画面からイベントを削除します。-k オプションと -d オプションの両方を省略す
ることはできません。
表 2-7 重要イベント対処状況キー
キー値

対処状況

PROCESSED

対処済

PROCESSING

処理中

HELD

保留

UNPROCESSED

未対処

JP1/IM - View に表示される対処状況マーク

（無印）

-d
-n オプションで指定した重要イベントを JP1/IM - View の画面から削除します。イベン
ト DB からは削除されません。
-k オプションと -d オプションは，どちらか一方または両方を指定してください。-k オ
プションと -d オプションを両方指定した場合は，対処状況を変更したあと，JP1/IM View の画面からイベントを削除します。-k オプションと -d オプションの両方を省略す
ることはできません。
-n イベント DB 内通し番号
対処状況を変更したい重要イベントのイベント DB 内通し番号を指定します。このオプ
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ションは省略できません。
イベント DB 内通し番号は，最大 10 個指定できます。複数指定する場合は，通し番号と
通し番号の間をコンマで区切ります。コンマの前後に空白を指定できません。
指定できる値は，0 〜 2,147,483,647 の 10 進数整数です。

戻り値
0

正常終了

1

引数エラー

2

ネットワーク障害

3

イベント DB の更新に失敗した

4

指定できないキーを指定している

5

更新できないイベントを指定した

7

コマンドを実行する権限がない（Windows Server 2008 限定）

255

その他のエラー

使用例
マネージャーホスト host01 上のイベント DB に登録されている，イベント DB 内通し番
号が 35 のイベントおよび 400 のイベントを，対処状況を対処済に変更したあと，画面か
ら削除します。
jcochstat -h host01 -k PROCESSED -n 35,400 -d
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jcocmdconv
機能
バージョン 7 以前の JP1/Base のコマンド実行の履歴を，バージョン 8 用のコマンド実
行履歴ファイルに移行します。jcocmdconv コマンドを実行しないと，バージョン 7 以
前に蓄積されたコマンド実行履歴が参照できません。
バージョン 7 以前の JP1/Base から，バージョン 8 の JP1/Base にバージョンアップした
あと，一度だけ実行してください。
jcocmdconv コマンドは物理ホスト，論理ホストで同時実行できます。

形式
jcocmdconv [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

注意事項
• バージョン 8 の JP1/Base，JP1/IM - Manager のインストールのあと，JP1/IM Manager を起動する前に実行してください。JP1/IM - Manager を起動すると，自動
アクションなどでバージョン 8 用のコマンド実行履歴が更新されてしまうおそれがあ
ります。jcocmdconv コマンドの実行前に，コマンド実行履歴ファイルが更新される
と，バージョン 7 以前で蓄積した履歴が移行できなくなります。
• jcocmdconv コマンドはコマンド実行履歴のあるマネージャーホスト上で実行してく
ださい。
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• jcocmdconv コマンドはバージョン 8 の JP1/Base をインストールしたあと，一度だ
け実行してください。
• クラスタ運用している場合は，物理ホスト，論理ホストのぞれぞれで実行してくださ
い。
• 物理ホストで複数の jcocmdconv コマンドは同時に実行できません。

戻り値
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0

正常終了

2

パラメーターが不正

3

論理ホストがない

4

メモリーエラー

5

ディスクファイルエラー

6

保存先ファイルがすでにある

7

コマンドがシグナルに中断された

8

実行権限エラー

32

共通定義アクセスエラー

41

ファイルアクセスエラー

42

ほかの jcocmdconv コマンドが実行中

255

その他のエラー

jcocmddef

jcocmddef
機能
コマンド実行環境を設定，参照するためのコマンドです。このコマンドで指定できる引
数は JP1/Base のバージョンによって異なります。また，引数には，マネージャーホスト
でだけ指定すればよいもの，コマンド実行先ホストでだけ指定すればよいものがありま
す。これらについては以降の引数の説明で説明します。

形式
jcocmddef [ [-show] |
[-default]
[-rsptime 応答監視時間]
[-record レコード数]
[-group ホストグループ定義ファイル名]
[-loaduserprofile {ON|OFF}]
[-queuenum コマンド先行入力数]
[-execnum コマンド同時実行数]
[-open {ON|OFF}]
[-flush {ON|OFF}]
[-cmdevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}]
[-actevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}]
[-actresult {ON|OFF}]
[-host 論理ホスト名]
[-runevinterval 経過時間イベント発行間隔]
[-actlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}]
[-cmdlimit {ON [転送データ量（行数）] | OFF}]
[-queuethreshold コマンド先行入力数の閾値] ]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-show
現在の定義内容を表示します。このオプションはほかのオプションと併用はできません。
なお，このオプションを省略し，かつ，ほかのオプションも省略した場合は，このオプ
ション指定時と同じく，現在の定義内容を表示します。
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-default
-rsptime，-record，-loaduserprofile，-queuenum，-execnum，-open，
-flush，-cmdevent，-actevent，-actresult，-runevinterval，-actlimit，
-cmdlimit，および -queuethreshold の設定をデフォルトに戻します。ほかのオプ
ションを同時に指定した場合は，-default オプションが有効になります。
-rsptime 応答監視時間
このオプションはマネージャーホストで設定します。
実行コマンドの応答監視時間を秒単位で指定します。指定できる値は 0 〜 600（秒）で
す。0 を指定した場合は監視しません。デフォルトは 60 秒です。
実行したコマンドが応答監視時間以内に応答しない場合は，KAVB2002-I メッセージが
出力されます。
このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとに有効になります。
-record レコード数
このオプションはマネージャーホストで設定します。
［コマンド実行］画面，および自動アクションで実行したコマンドの実行履歴を保存する
ファイルの上限値をレコード数で指定します。
指定できる値は，1 〜 196,600 です。デフォルトは 20,000 レコードです。
1 回のコマンド実行で使用するレコード数は，( 実行コマンドの出力行数 +3) レコードで
す。1 レコードは 6,520 バイトです。レコードサイズは変更できません。
レコード数が少ないと，自動アクションのアクション結果が正しく表示されないことが
あります。
変更したレコード数は，コマンド実行履歴ファイルを削除したあとに有効になります。
コマンド実行履歴ファイルを削除すると，過去の自動アクション，コマンド実行による
履歴はすべて失われますので，注意してください。コマンド実行履歴ファイルの削除手
順，および削除する際の注意事項については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 24.5 (9) アクション結果の詳細情報
（メッセージ）に KAVB5150-W が表示される場合」の「レコード数の上限値を変更す
る」を参照してください。
-group ホストグループ定義ファイル名
このオプションはマネージャーホストで設定します。
コマンド実行先ホストを定義したホストグループ定義ファイルを指定します。定義ファ
イルの形式は，「ホストグループ定義ファイル」
（3. 定義ファイル）を参照してくださ
い。
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ホストグループ定義ファイルで，ホストグループを定義していない場合は，そのホスト
グループが削除されます。
-loaduserprofile {ON|OFF}
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 06-71 以降の場合にだけ指定できます。
コマンド実行時に OS ユーザーのプロファイルを読み込むかどうかを指定します。プロ
ファイルを読み込む場合は ON，読み込まない場合は OFF を指定します。ON または OFF
の大文字・小文字は，区別されません。デフォルトは，OFF です。
このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとから有効になります。
このオプションは，Windows の場合にだけ使用できます。
-queuenum コマンド先行入力数
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 06-71 以降の場合にだけ指定できます。
自動アクション機能を使用してコマンドを実行する場合に，コマンド実行先ホストで実
行待ちにできるコマンドの最大値を指定します。指定できる値は，0 〜 65,535 です。デ
フォルトは 1,024 です。0 を指定した場合は，コマンド実行先ホストに複数のコマンドを
同時に投入できません。
実行待ちの自動アクションがコマンド先行入力数を超えた場合は，KAVB2058-E メッ
セージが出力されます。
このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとから有効になります。
-execnum コマンド同時実行数
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 07-00 以降の場合にだけ指定できます。
自動アクション機能を使用してコマンドを実行する場合に，コマンド実行先ホストで同
時に実行できるコマンド数の最大値を指定します。指定できる値は，1 〜 48 です。デ
フォルトは 1 です。コマンドを実行するホストごとに異なる値を指定できます。
このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとから有効になります。
このオプションは，実行終了までに長時間かかるコマンドを実行した場合に後続のコマ
ンドの実行開始を早めたいときや，同時に大量の自動アクションが発生した場合に処理
性能を向上させたいときなどに指定してください。
なお，このオプションで 2 以上の値を指定した場合は，複数のコマンドが同時に実行さ
れるため，先に実行されたコマンドが必ずしも先に終了するとは限りません。したがっ
て，自動アクションの終了順序を考慮した運用をしている場合は，このオプションを指
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定しないでください。
-open {ON|OFF}
このオプションはマネージャーホストで設定します。
コマンド実行履歴ファイルを常時オープンした状態で実行履歴の出力を行うかを設定し
ます。ON の場合，常時オープンした状態で出力を行います。OFF の場合，常時オープン
せずに出力を行います。デフォルト設定は OFF です。自動アクション用コマンド実行履
歴にだけ有効な設定で，［コマンド実行］画面用コマンド実行履歴では有効になりませ
ん。
-open の設定を有効にするには，JP1/Base の再起動が必要です。
-flush {ON|OFF}
このオプションはマネージャーホストで設定します。
コマンド実行履歴 1 行ごとにディスクへ書き込みを行うかを設定します。この設定を有
効にすることで，突然のシャットダウンが発生した場合でも 1 行ごとにディスクへ実行
履歴が書き込まれているため，再起動後に実行履歴データを参照することができます。
ON の場合，1 行ごとにディスク中のファイルに書き込みを行います。OFF の場合，シス
テムでバッファリングを行うため，1 行ごとにディスク中のファイルへの書き込みを行い
ません。デフォルト設定は OFF です。
なお，-flush を有効にした場合，1 行ごとにディスク中のファイルへ書き込みを行うた
め，自動アクションおよびコマンド実行の性能が劣化する場合があります。
-flush の設定を有効にするには，JP1/Base の再起動が必要です。
-cmdevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}
このオプションはマネージャーホストで設定します。
コマンド実行操作をした際にコマンド実行操作に関係するイベントを発行したい場合に，
どのイベントを発行するかを指定します。次に示す発行レベルのどれかを指定します。
デフォルトは 0 です。
表 2-8 イベント発行レベル（コマンド実行操作）
発行レベル
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発行するイベントの
イベント ID

説明

0

なし

コマンド実行操作に関係するイベントを発行しない

1

00003FA0

コマンド実行開始イベントを発行する

2

00003FA1

コマンド実行終了イベントを発行する

3

00003FA0，
00003FA1

コマンド実行開始イベント，コマンド実行終了イベン
トを発行する

4

00003FA2

コマンド実行異常終了イベントを発行する

jcocmddef

発行レベル

発行するイベントの
イベント ID

説明

5

00003FA0，
00003FA2

コマンド実行開始イベント，コマンド実行異常終了イ
ベントを発行する

6

00003FA1，
00003FA2

コマンド実行終了イベント，コマンド実行異常終了イ
ベントを発行する

7

00003FA0，
00003FA1，
00003FA2

コマンド実行開始イベント，コマンド実行終了イベン
ト，コマンド実行異常終了イベントを発行する

このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとから有効になります。
-actevent {0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7}
このオプションはマネージャーホストで設定します。
アクションの状態が変化した際にアクション状態通知に関係するイベントを発行したい
場合に，どのイベントを発行するかを指定します。次に示す発行レベルのどれかを指定
します。デフォルトは 0 です。
表 2-9 イベント発行レベル（自動アクション状態通知）
発行レベル

発行するイベントのイベ
ント ID

説明

0

なし

アクション状態通知に関係するイベントを発行しな
い

1

000020E0，000020E3

アクション状態が送信中・キューイング・実行中に
なった際にイベントを発行する

2

000020E1，000020E4

アクション状態が終了・キャンセル・強制終了に
なった際にイベントを発行する

3

000020E0，000020E1，
000020E3，000020E4

アクション状態が送信中・キューイング・実行中ま
たは終了になった際にイベントを発行する

4

000020E2，000020E5

アクション状態が実行不可・実行失敗になった際に
イベントを発行する

5

000020E0，000020E2，
000020E3，000020E5

アクション状態が送信中・キューイング・実行中ま
たは実行不可・実行失敗になった際にイベントを発
行する

6

000020E1，000020E2，
000020E4，000020E5

アクション状態が終了・キャンセル・強制終了また
は実行不可・実行失敗になった際にイベントを発行
する

7

000020E0，000020E1，
000020E2，000020E3，
000020E4，000020E5

アクション状態が送信中・キューイング・実行中，
終了・キャンセル・強制終了，または実行不可・実
行失敗になった際にイベントを発行する

このオプションで指定した値は，JP1/IM - Manager を再起動したあとから，または
jco_spmd_reload コマンドでリロードしたあとから有効になります。

225

jcocmddef

なお，アクション状態通知に関係するイベントは，アクション情報ファイルを参照して
発行されます。アクション情報ファイルの上限値に達して，上書きされた場合には，上
書きされる以前のアクション情報を参照できなくなるため，アクション状態通知に関係
するイベントを発行できません。このような場合には，警告イベント（000020E6 また
は 000020E7）またはエラーイベント（000020E8）が発行されます。
-actresult {ON|OFF}
このオプションはマネージャーホストで設定します。
自動アクションによるコマンド実行の実行結果をコマンド実行履歴に保存するかどうか
指定します。保存する場合は ON，保存しない場合は OFF を指定します。
ON または OFF の大文字・小文字は，区別されません。デフォルトは，ON です。コマン
ドの実行結果の詳細を知りたい場合は，必ず ON を指定してください。
OFF を指定すると，コマンド実行履歴ファイルへの出力を抑止するため，JP1/Base 制御
部の処理速度を向上させることができます。ただし，自動アクションによるコマンドの
戻り値以外の情報をすべて破棄するため，コマンドの実行結果の詳細は出力されません
（JP1/IM - View の［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］に出力される情報がす
べて「KAVB2401-I」のメッセージ情報になります）
。
このオプションで指定した値は，JP1/IM - Manager を再起動したあとから有効になりま
す。
-host 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。
このオプションを指定して，実行系サーバまたは待機系サーバの設定を変更した場合は，
必ずもう一方のサーバでも同様の設定をしてください。
-runevinterval 経過時間イベント発行間隔
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 07-10 以降の場合にだけ指定できます。
［コマンド実行］画面，および自動アクションで実行したコマンドの経過時間を通知す
る，イベント発行間隔を指定します。指定できる値は，0 〜 86,400（単位：秒）です。
デフォルトは 600 秒（10 分）です。
指定した時間が経過するたびにイベント ID 00003FA3（実行経過時間通知イベント）が
発行され，KAVB2402-W メッセージが出力されます。0 を指定した場合，イベントは発
行されません。
このオプションで指定した値は，JP1/Base を再起動したあとから有効になります。
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-actlimit {ON [ 転送データ量（行数）] | OFF}
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 07-11 以降の場合にだけ指定できます。
自動アクションで実行したコマンドの実行結果をマネージャーに転送する場合に，転送
するデータ量を抑止するかどうか，また，抑止する場合はその上限値を指定します。指
定できる値は 0 〜 196,600 です。デフォルトは ON（抑止する）で値は 1,000 です。
コマンド実行結果のデータ量を抑止する場合には，ON を指定し，転送するデータ量の上
限値を行数（1 行 256 バイト）で指定します。行数の指定を省略した場合は，1,000 行が
設定されます。
コマンド実行結果のデータ量の転送を抑止しない場合には，OFF を指定します。
自動アクションの実行結果として大量の出力データを必要としない場合，実行したコマ
ンドが動作不正で無限ループした場合など，大量のデータの出力を抑止する目的で使用
してください。
コマンド実行結果が上限値を超えた場合は，KAVB2070-W メッセージが出力されます。
-actlimit の設定を有効にするには，JP1/Base の再起動が必要です。
注意事項
バージョン 08-00 以降の JP1/Base を新規インストールした場合だけ，デフォルト
で 1,000 行が設定されます。
コマンド実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-51 以前の場合，またはバー
ジョン 07-51 以前から 08-00 以降にバージョンアップした場合，デフォルトは OFF
（抑止しない）です。
-cmdlimit {ON [ 転送データ量（行数）] | OFF}
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 07-11 以降の場合にだけ指定できます。
［コマンド実行］画面から実行したコマンドの実行結果をマネージャーに転送する場合
に，転送するデータ量を抑止するかどうか，また，抑止する場合はその上限値を指定し
ます。指定できる値は 0 〜 196,600 です。デフォルトは ON（抑止する）で値は 1,000 で
す。
コマンド実行結果のデータ量を抑止する場合には，ON を指定し，転送するデータ量の上
限値を行数（1 行 256 バイト）で指定します。行数の指定を省略した場合は，1,000 行が
設定されます。
コマンド実行結果のデータ量を抑止しない場合には，OFF を指定します。
［コマンド実行］画面から実行したコマンドの実行結果として，大量の出力データを必要
としない場合，実行したコマンドが動作不正で無限ループした場合など，大量のデータ
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の出力を抑止する目的で使用してください。
コマンド実行結果が上限値を超えた場合は，KAVB2070-W メッセージが出力されます。
-cmdlimit の設定を有効にするには，JP1/Base の再起動が必要です。
注意事項
バージョン 08-00 以降の JP1/Base を新規インストールした場合だけ，デフォルト
で 1,000 行が設定されます。
コマンド実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-51 以前の場合，またはバー
ジョン 07-51 以前から 08-00 以降にバージョンアップした場合，デフォルトは OFF
（抑止しない）です。
-queuethreshold コマンド先行入力数の閾値
このオプションはコマンド実行先ホストで設定します。コマンド実行先ホストの JP1/
Base のバージョンが 07-11 以降の場合にだけ指定できます。
自動アクション機能を使用してコマンドを実行し，コマンド実行先ホストで実行待ちに
なるコマンド数（キューイング数）を監視したい場合に，コマンドの先行入力数の閾値
を指定します。指定できる値は，0 〜 65,535 です。デフォルトは 10 です。
0 を指定すると閾値監視をしません。
0 以外を指定すると，その値に達した時点で警告の JP1 イベントが発行され，
KAVB2071-W メッセージが出力されます。また，先行入力数が 0 に戻った時点で回復の
JP1 イベントが発行され，KAVB2072-I メッセージが出力されます。
閾値監視をすると，JP1/Base のキューにアクションが蓄積しているのを検知できます。
そのため，実行遅延に対して事前に対処することができます。
-queuethreshold の設定を有効にするには，JP1/Base の再起動が必要です。

出力形式
jcocmddef コマンドを実行すると，設定変更したパラメーターだけでなく，ほかのパラ
メーターも表示されます。出力形式を次に示します。
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図 2-1 jcocmddef コマンドの出力形式

戻り値
0

正常終了

-1

異常終了
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jcocmddel
機能
JP1/IM（JP1/IM - View の［コマンド実行］画面または自動アクション）から実行指示
を受けて JP1/Base 側で実行またはキューイングしているコマンドを終了させ，削除する
コマンドです。このコマンドは，コマンド実行先ホストの JP1/Base のバージョンが
07-10 以降の場合にだけ実行できます。
システムの運用中に誤ったコマンドを実行してしまった，処理に時間が掛かり過ぎるコ
マンドを実行したために後続のコマンドが実行されない状態になった，など，コマンド
実行でトラブルが発生したときに使用します。なお，このコマンドを実行する前に
jcocmdshow コマンドを実行してコマンドの状態を確認し，不要な（削除してもよい）
コマンドかどうかを判断してください。

形式
jcocmddel [-h 論理ホスト名]
[-s 接続ホスト名]
[-f]
[コマンドID | ALL]

実行権限
Windows の場合：なし（ただし，Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者コンソー
ルから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-s 接続ホスト名
削除したいコマンドが存在している接続先ホストのホスト名を指定します。指定できる
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文字数は，1 〜 255 バイトです。このオプションを省略した場合は，自ホストを仮定し
ます。
-f
コマンドを削除する際に，確認メッセージを表示させたくない場合に指定します。この
オプションを指定すると，指定したコマンドを強制的に削除します。
コマンド ID | ALL
削除するコマンドを指定します。コマンド ID で指定する場合は jcocmdshow コマンド
の実行結果で得た ID を，
「実行中」および「キューイング中」のすべてのコマンドを削
除したい場合は ALL を指定します。
コマンド ID を複数指定する場合は，スペースで区切ってください。

戻り値
0

正常終了

1

コマンド ID がない，または JP1/Base のコマンド実行管理内のコマンドが部分的
に削除されている

2

引数エラー

4

システムリソース不足

8

コマンドを実行する権限がない

16

JP1/Base のコマンド実行管理との通信でエラーが発生した

32

共通定義アクセスエラー

64

接続先ホストからの応答がない

65

接続先ホストとバージョンの互換性がない

128

内部エラー

129

最大接続数エラー

255

その他のエラー

使用例
接続ホスト host01 で実行されているコマンド 1234 を削除する。
jcocmddel -s host01 1234

出力例
jcocmddel -s host01 1234
KAVB2291-Q このコマンドIDを削除してよろしいですか？[Y/y or N/n] -> y
KAVB2293-I コマンド実行制御内のコマンド削除に成功しました。
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jcocmdlog
機能
［コマンド実行］画面および自動アクションで実行したコマンドの履歴を，CSV 形式で標
準出力に出力します。

形式
jcocmdlog [-window]
[-act]
[-dir 実行履歴保存ディレクトリ]
[-h 論理ホスト名]
[-ext]
[-date {日時 | [開始日時],[終了日時]}]

実行権限
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-window
［コマンド実行］画面から実行したコマンドの履歴を出力します。
-act
自動アクションで実行したコマンドの履歴を出力します。
-window オプションと -act オプションのどちらも省略した場合は，
［コマンド実行］画
面および自動アクションで実行したコマンドの履歴を出力します。
なお，jcocmddef コマンドで出力抑止（-actresult OFF）を設定している間は，出
力結果には詳細情報が含まれません（出力される情報はすべて「KAVB2401-I」のメッ
セージ情報になります）。デフォルトまたは jcocmddef コマンドで出力抑止を解除した
場合は（-actresult ON）
，詳細情報が出力されます。
-dir 実行履歴保存ディレクトリ
指定したディレクトリの実行履歴を出力します。省略した場合は，運用中の実行履歴を
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出力します。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。-dir オ
プションが指定されている場合，このオプションは，無視されます。
-ext
「コマンド実行」画面および自動アクションで実行したコマンドの受け取り時刻を YYYY/
MM/DD,hh:mm:ss の形式で出力します。また，実行コマンド名とメッセージをダブル
クォーテーションで囲んで出力します。なお，実行コマンド名またはメッセージにダブ
ルクォーテーションが含まれる場合，ダブルクォーテーションを連続して一つ付加しま
す。-ext オプションを指定しない場合は，受け取り時刻は MM/DD/YY hh:mm:ss の形
式で，実行コマンド名とメッセージをダブルクォーテーションで囲まずに出力します。
（例）
• -ext オプションを指定した場合
Window,2005/04/01,14:16:23,hostA,"jcochstat -k HELD -n
1003",2420,0,"KAVB2013-I ""jcochstat -k HELD -n 1003""のコマンドが
実行終了しました。 pid=2420 terminate code=0"
• -ext オプションを指定しない場合
Window,04/01/05 14:16:23,hostA,jcochstat -k HELD -n
1003,2420,0,KAVB2013-I "jcochstat -k HELD -n 1003"のコマンドが実行終
了しました。 pid=2420 terminate code=0
-date { 日時 | [ 開始日時 ],[ 終了日時 ]}
履歴を出力する日時を指定します。このオプションを省略した場合は，すべての履歴を
出力します。
日時，開始日時および終了日時の指定形式は，日付（YYYYMMDD：年月日）と時刻
（hhmmss：時分秒）を次のように指定します。時刻は省略できます。
• -date 日時
日付または指定した時間帯の履歴を出力します。
（例）-date 2005030317
2005 年 3 月 3 日の 17 時台（17 時 00 分 00 秒〜 17 時 59 分 59 秒）の履歴を出
力します。
• -date [ 開始日時 ],[ 終了日時 ]
開始日時と終了日時で範囲指定した場合，範囲内の履歴を出力します。
時刻を省略した場合には以下のように仮定します。
開始：000000（0 時 0 分 0 秒）
終了：235959（23 時 59 分 59 秒）
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• -date 開始日時 , 終了日時
指定した開始日時から終了日時までの範囲内の履歴を出力します。
（例）-date 2005030317,2005030416
2005 年 3 月 3 日の 17 時 00 分 00 秒から 2005 年 3 月 4 日の 16 時 59 分 59 秒ま
での履歴を出力します。
• -date 開始日時 ,
指定した開始日時以降の履歴を出力します。
（例）-date 200503031724,
2005 年 3 月 3 日の 17 時 24 分 00 秒以降の履歴を出力します。
• -date , 終了日時
指定した終了日時以前の履歴を出力します。
（例）-date ,200503031724
2005 年 3 月 3 日の 17 時 24 分 59 秒以前の履歴を出力します。
• -date ,
-date オプション省略時と同様で，すべての履歴を出力します。

戻り値
0

正常終了

4

コマンド実行履歴ファイルが使用中のため，処理が中断された

-1

異常終了

出力形式
コマンドの実行結果は，コンマ区切り（CSV 形式）で出力されます。出力形式は次のと
おりです。
実行種別,メッセージ受け取り時刻,コマンド実行先ホスト名,実行コマンド,プロセス
ID,終了コード,メッセージ
実行種別は，「Window」（
［コマンド実行］画面から実行したコマンド）または
「Action」（自動アクションで実行したコマンド）のどちらかの値を取ります。
コマンドの実行結果は 1 行 256 バイトで出力されるため，257 バイト以上の実行結果は
複数行に分割されて出力されます。
出力する内容のない項目は，コンマだけが出力されます。
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jcocmdshow
機能
JP1/IM（JP1/IM - View の［コマンド実行］画面または自動アクション）から実行指示
を受けて JP1/Base 側で実行またはキューイングしているコマンドの状態を確認するコマ
ンドです。このコマンドは，コマンド実行先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-10
以降の場合にだけ実行できます。
システムの運用中に誤ったコマンドを実行してしまった，処理に時間が掛かり過ぎるコ
マンドを実行したために後続のコマンドが実行されない状態になった，など，コマンド
実行でトラブルが発生したときに使用します。このコマンドを実行して得られる情報は，
次のとおりです。
• ID：コマンド実行管理内で実行中，キューイング中のコマンドに付けられるユニーク
な ID
• STATUS：コマンド実行管理内でのコマンドの実行状態（実行中は「R」
，キューイン
グ中は「Q」
）
• TYPE：コマンド実行指示をした機能名（JP1/IM - View からの実行指示の場合は
「WIN」，自動アクションからの実行指示の場合は「ACT」
）
• USER：コマンド実行指示をした JP1 ユーザー名
• STIME：コマンド実行管理が JP1/IM からコマンドを受け付けた時間
• ETIME：コマンド実行開始からの経過時間
• COMMAND：実行中またはキューイング中のコマンド名
なお，このコマンドで確認したのち，不要（削除してもよい）と判断したコマンドは
jcocmddel コマンドを実行して削除してください。

形式
jcocmdshow [-h 論理ホスト名]
[-s 接続ホスト名]
[-window]
[-act]
[-state {r|q}]
[-ph コマンド投入元ホスト名]
[-v]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
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Baseパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1base/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-s 接続ホスト名
実行状態を確認したいコマンドが存在している接続先ホストのホスト名を指定します。
指定できる文字数は，1 〜 255 バイトです。このオプションを省略した場合は，自ホス
トを仮定します。
-window
JP1/IM - View の［コマンド実行］画面から実行指示を受けたコマンドの実行状態だけを
確認したいときに指定します。-act オプションと同時に指定，または両方とも指定しな
かった場合は，JP1/IM - View の［コマンド実行］画面または自動アクションから実行指
示を受けたコマンドの実行状態が表示されるようになります。
-act
自動アクションから実行指示を受けたコマンドの実行状態だけを確認したいときに指定
します。-window オプションと同時に指定，または両方（-window，-act）とも指定
しなかった場合は，JP1/IM - View の［コマンド実行］画面または自動アクションから実
行指示を受けたコマンドの実行状態が表示されるようになります。
-state {r|q}
コマンドの実行状況を指定します。「実行中」のコマンドを取得する場合は r を，
「キューイング中」のコマンドを取得する場合は q を指定します。
このオプションを省略した場合は，「実行中」および「キューイング中」のコマンドを取
得します。
-ph コマンド投入元ホスト名
特定のホストから投入されたコマンドだけを確認したいときに指定します。
-v
jcocmdshow コマンドを実行して出力される情報を縦表示したいときに指定します。
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このオプションを省略した場合は，jcocmdshow コマンドを実行して出力される情報は
横表示されます。

戻り値
0

正常終了

1

JP1/Base のコマンド実行管理にコマンドが存在しない

2

引数エラー

4

システムリソース不足

8

コマンドを実行する権限がない

16

JP1/Base のコマンド実行管理との通信でエラーが発生した

32

共通定義アクセスエラー

64

接続先ホストからの応答がない

65

接続先ホストとバージョンの互換性がない

128

内部エラー

129

最大接続数エラー

255

その他のエラー

使用例
接続ホスト host01 で実行されているコマンドの実行状況を確認する。
jcocmdshow -s host01

出力例
-v オプション省略時
jcocmdshow -s host01
ID
STATUS TYPE USER
STIME
ETIME
COMMAND
1234 R
WIN jp1admin Feb 13 18:55:29 000:01:05
"C:¥WINNT¥system32¥notepad.exe"
-v オプション指定時
jcocmdshow -s host01 -v
ID
:1234
STATUS
:R
TYPE
:WIN
USER
:jp1admin
STIME
:Feb 13 18:55:29
ETIME
:000:01:05
COMMAND :"C:¥WINNT¥system32¥notepad.exe"
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jcoedsstatus
機能
JP1/IM - Incident Master 連携用のコマンドです。
インシデント登録サービスの動作状態を表示するコマンドです。インシデント登録サー
ビスの動作状態には，起動処理中，稼働，休止，停止処理中，停止の五つの状態があり，
このコマンドを実行することで，どの状態になっているかを知ることができます。

形式
jcoedsstatus [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

出力形式
jcoedsstatus コマンドを実行すると，インシデント登録サービスの動作状態は次の形
式で出力されます。
インシデント登録機能

: 状態

なお，UNIX で環境変数 LANG の値を C としていた場合は，次の形式で出力されます。
The discrimination function
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状態に表示される文字列について次に説明します。
表 2-10

状態に表示される文字列

動作状態

状態に表示さ
れる文字列

説明

起動処理中

STARTING

インシデント登録サービスが起動処理を実行している状態。

稼働

RUNNING

インシデント登録サービスが起動しており，インシデント登
録機能が使用できる状態。
次の条件のときにこの状態となる。
• 有効なインシデント登録条件が少なくとも一つある状態で
インシデント登録サービスが起動した。
• 有効なインシデント登録条件が少なくとも一つある状態で，
-n オプションを指定せずに jcochdisc コマンドを実行
し，インシデント登録定義を反映した。
• 有効なインシデント登録条件を記載したインシデント登録
設定ファイルを引数に jcisetfilter コマンド（JP1/IM Incident Master 提供コマンド）を実行し，インシデント登
録定義を反映した。

休止

STANDBY

インシデント登録サービスは起動しているが，インシデント
登録機能は休止している状態。
休止中，JP1 イベントの取得処理は行うが，取得した JP1 イ
ベントに対して相関処理は行わない。
また，「休止」から「稼働」になった場合でも，休止中に取得
した JP1 イベントに対して相関処理は行わない。
( 備考 )
休止前に「相関中」状態になっていたインシデントは休
止後「不成立」状態になる。
インシデントの状態については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Incident Master」を参照のこ
と。

停止処理中

STOPPING

インシデント登録サービスが停止処理を実行している状態。

停止

STOP

インシデント登録サービスが停止している状態。

戻り値
0

状態表示に成功

1

状態表示に失敗

2

インシデント登録サービスとの通信がタイムアウトした

100

コマンドを実行する権限がない（Windows Server 2008 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例
物理ホスト（hostP）のインシデント登録サービスの動作状態（「稼働」時）を表示する
場合。
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入力値
jcoedsstatus
結果
KAJV1261-I hostPのインシデント登録サービスの状態を表示します
インシデント登録機能
: RUNNING
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jcoegschange
機能
相関イベント発行定義を変更するコマンドです。相関イベント発行サービスの状態が停
止，相関稼働，および機能停止のどの状態のときでも実行できます。なお，起動処理中
および停止処理中は実行できません。

形式
jcoegschange [-h 論理ホスト名]
-f 相関イベント発行定義ファイル名

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-f 相関イベント発行定義ファイル名
相関イベント発行定義ファイル名を指定します。ファイル名は，絶対パスまたは相対パ
スで指定します。

注意事項
• jcoegschange コマンドで，相関イベント発行定義を変更すると，変更後の定義が即
座に有効になります。定義が有効になった時点で，相関イベントの発行処理中の JP1
イベントがあった場合，すべて不成立となります。
• jcoegschange コマンド実行時，相関イベント発行定義ファイルに条件が 1 件も定義
されていなかった場合，相関イベント発行条件がない状態で動作します。つまり，相
関イベントは発行されません。
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• 相関イベント発行サービスが相関稼働状態の場合，jcoegschange コマンドで変更し
ようとした相関イベント発行定義に不正があると，定義が変更されずに処理が続行さ
れます。
• jcoegschange コマンドは，jcoegsstatus コマンド（-d オプション指定）と同時
に実行できません。
• 相関イベント発行サービスが起動していない場合は，相関イベント発行定義の設定だ
けが行われます。相関イベント発行サービスを起動すると，相関イベント発行定義の
設定が有効になります。

戻り値
0

相関イベント発行定義の変更に成功した

1

相関イベント発行定義の変更に失敗した

2

相関イベント発行サービスとの通信がタイムアウトした

100

実行権限エラー（Windows 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行定義を，相関イベント発行定義ファイル（/
tmp/teigi1.conf）に定義した内容に変更する場合。
入力値
jcoegschange -f /tmp/teigi1.conf
結果
KAJV3201-I 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）を読み
込み，hostPの相関イベント発行機能に反映しました
上記は，相関イベント発行サービスに対して，相関イベント発行定義が 1 件も設定され
ていない場合でも同様の出力結果になります。
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jcoegscheck
機能
相関イベント発行定義ファイルの定義内容をチェックするコマンドです。
相関イベント発行定義ファイル内の定義不正や，冗長な定義内容をチェックアウトしま
す。

形式
jcoegscheck -f 相関イベント発行定義ファイル名

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-f 相関イベント発行定義ファイル名
相関イベント発行定義ファイル名を指定します。ファイル名は，絶対パスまたは相対パ
スで指定します。

戻り値
0

相関イベント発行定義ファイルの定義内容が正常だった

1

相関イベント発行定義ファイルの定義内容が不正だった

100

実行権限がない（Windows 限定）

101

引数エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例
物理ホスト（hostP）で相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の定義
内容をチェックする場合。
入力値
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jcoegscheck -f /tmp/teigi1.conf
結果（定義内容が正常だった場合）
KAJV3311-I 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の内容
をチェックします
KAJV3312-I 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の内容
に誤りは見つかりませんでした
結果（定義内容に不正があった場合）
KAJV3311-I 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の内容
をチェックします
KAJV3313-E 相関イベント発行定義に不正な定義があります
KAJV3314-E 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の記載
内容に間違いがあります。行番号 :5 不正内容 : 発行条件名が指定されていま
せん
KAJV3314-E 相関イベント発行定義ファイル（/tmp/teigi1.conf）の記載
内容に間違いがあります。行番号 :25 不正内容 : 一つの相関イベント発行条件
に指定されているイベント条件数が最大数を超えています
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jcoegsstart
機能
相関イベント発行サービスの状態を，機能停止から相関稼働に移行します。相関イベン
ト発行サービスは相関稼働状態になると，相関イベント発行定義に従って処理を開始し
ます。
jcoegsstart コマンドは，相関イベント発行サービスの状態を jcoegsstop コマンド
で機能停止にしたあとにだけ使用します。停止している相関イベント発行サービスの起
動はできません（サービスの起動および停止は，プロセス管理 (jco_spmd) によって制
御されます）。
jcoegsstart コマンドで状態の移行に成功すると，JP1 イベント（00003F25）が発行
されます。JP1 イベント（00003F25）については，
「4.2.2

JP1 イベントの詳細」を参

照してください。

形式
jcoegsstart [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

注意事項
jcoegsstart コマンドの実行時に相関イベント発行サービスが相関稼働状態だった場
合，状態は変更されません。
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戻り値
0

相関イベント発行サービスの再開に成功した

1

相関イベント発行サービスの再開に失敗した

2

相関イベント発行サービスとの通信がタイムアウトした

100

実行権限がない（Windows 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行サービスを再開する場合。
入力値
jcoegsstart
結果
KAJV3291-I hostPの相関イベント発行機能を再開しました
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jcoegsstatus
機能
相関イベント発行サービスの状態，および起動オプションを表示するコマンドです。オ
プションの指定によって，現在使用している相関イベント発行定義，および相関イベン
ト発行定義を反映した日時を表示することもできます。

形式
jcoegsstatus [-h 論理ホスト名]
[-d]

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-d
-d オプションを指定すると相関イベント発行サービスの状態，および起動オプションに
加えて，現在使用している相関イベント発行定義，および jcoegsstatus コマンドでの
相関イベント発行定義の反映日時を表示します。

出力形式
Windows および UNIX（環境変数 LANG が C 以外）の場合
jcoegsstatus コマンドを実行すると，相関イベント発行サービスの状態は次の形式で
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表示されます。
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: 状態
起動オプション
: 起動オプション
-d オプションを指定した場合は次の形式で表示されます。
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: 状態
起動オプション
: 起動オプション
KAJV3281-I hostPの相関イベント発行定義を表示します
ファイル名 : ファイルの絶対パス
反映日時 : yyyy/mm/dd HH:MM:ss
VERSION=0002
# コメント
[発行条件名]
TARGET=相関の対象範囲の絞り込み条件
CON=イベント条件
SAME_ATTRIBUTE=同一属性値条件
CORRELATION_NUM=同時相関数
TIMEOUT=タイムアウト時間
TYPE=イベント相関タイプ
SUCCESS_EVENT=相関イベント情報
UNIX（環境変数 LANG が C）の場合
jcoegsstatus コマンドを実行すると，相関イベント発行サービスの状態は次の形式で
表示されます。
KAJV3261-I The status of the correlation event generation service
for ホスト名 will now be displayed.
Correlation event generation function : 状態
Start option
: 起動オプション
-d オプションを指定した場合は次の形式で表示されます。
KAJV3261-I The status of the correlation event generation service
for ホスト名 will now be displayed.
Correlation event generation function : 状態
Start option
: 起動オプション
KAJV3281-I The correlation event generation definition for ホス
ト名 will now be displayed.
File name : ファイルの絶対パス
Reflection time : yyyy/mm/dd HH:MM:ss
VERSION=0002
# コメント
[発行条件名]
TARGET=相関の対象範囲の絞り込み条件
CON=イベント条件
SAME_ATTRIBUTE=同一属性値条件
CORRELATION_NUM=同時相関数
TIMEOUT=タイムアウト時間
TYPE=イベント相関タイプ
SUCCESS_EVENT=相関イベント情報
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状態に表示される文字列について次に説明します。
表 2-11 状態に表示される文字列
動作状態

状態に表示さ
れる文字列

説明

起動処理中

STARTING

相関イベント発行サービスが起動処理を実行している状態。

相関稼働

RUNNING

相関イベント発行サービスが起動しており，相関イベントの
発行処理ができる状態。
次の場合にこの状態となる。
• 相関イベント発行サービスが起動した場合。
• 相関イベント発行サービスの状態が機能停止で，
jcoegsstart コマンドを実行した場合。

機能停止

STANDBY

相関イベント発行サービスは起動しているが，相関イベント
の発行処理が停止している状態。
機能停止中に発生した JP1 イベントに対して相関イベントの
発行処理はしない。
また，機能停止から相関稼働になった場合でも，機能停止中
に発生した JP1 イベントに対して相関イベントの発行処理は
しない。
( 備考 )
機能停止前に発行処理中だった相関イベントは機能停止
後に不成立になる。

停止処理中

STOPPING

相関イベント発行サービスが停止処理をしている状態。

停止

STOP

相関イベント発行サービスが停止している状態。

起動オプションに表示される文字列について次に説明します。
表 2-12

起動オプションに表示される文字列

起動オプ
ション

起動オプショ
ンに表示され
る文字列

説明

cold スター
ト

cold

前回停止時に相関イベントの発行処理中であった情報を引き
継がない。

warm ス
タート

warm

前回停止時に相関イベントの発行処理中であった情報を引き
継ぐ。

相関イベント発行定義ファイルの形式については，
「相関イベント発行定義ファイル」（3.
定義ファイル）を参照してください。

注意事項
jcoegsstatus コマンド（-d オプション指定）と，jcoegschange コマンドは同時に
実行できません。
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戻り値
0

状態の表示に成功した

1

状態の表示に失敗した

2

相関イベント発行サービスとの通信がタイムアウトした

100

コマンドを実行する権限がない（Windows Server 2008 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例 1
物理ホスト（hostP）のイベント発行サービスの状態を表示する場合（状態：相関稼働，
起動オプション：cold）。
入力値
jcoegsstatus
結果
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: RUNNING
起動オプション
: cold

使用例 2
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行サービスの状態および相関イベント発行定義
を表示する場合（状態：相関稼働，起動オプション：cold）。
入力値
jcoegsstatus

-d

結果
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: RUNNING
起動オプション
: cold
KAJV3281-I hostPの相関イベント発行定義を表示します
ファイル名 : /tmp/teigi1.conf
反映日時 : 2005/11/05 20:35:30
VERSION=2
[CONDITION]
TARGET=B.SOURCESERVER==host1;host2;host3
CON=CID:1, B.ID==100,
E.SEVERITY==Emergency;Critical;Alert;Error
SAME_ATTRIBUTE=B.SOURCESERVER
CORRELATION_NUM=20
SUCCESS_EVENT=B.ID:A00, E.SEVERITY:Emergency,
B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
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使用例 3
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行サービスの状態および相関イベント発行定義
を表示する場合（状態：機能停止，起動オプション：warm）。
なお，次の条件がある。
• JP1/IM - Manager の新規インストール時
相関イベント発行定義ファイルが設定されていないため，KAJV3283-I が出力さ
れる。
入力値
jcoegsstatus

-d

結果
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: STANDBY
起動オプション
: warm
KAJV3283-I

hostPの相関イベント発行定義は定義されていません

使用例 4
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行サービスの状態および相関イベント発行定義
を表示する場合（状態：停止 ( プロセスダウン )，起動オプション：cold）。
入力値
jcoegsstatus

-d

結果
KAJV3261-I hostPの相関イベント発行サービスの状態を表示します
相関イベント発行機能
: STOP
起動オプション
: cold
KAJV3281-I hostPの相関イベント発行定義を表示します
ファイル名 : /tmp/teigi1.conf
反映日時 : 2005/11/05 20:35:30
VERSION=2
[CONDITION]
TARGET=B.SOURCESERVER==host1;host2;host3
CON=CID:1, B.ID==100,
E.SEVERITY==Emergency;Critical;Alert;Error
SAME_ATTRIBUTE=B.SOURCESERVER
CORRELATION_NUM=20
SUCCESS_EVENT=B.ID:A00, E.SEVERITY:Emergency,
B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
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機能
相関イベント発行サービスの状態を，相関稼働から機能停止に移行します。相関イベン
ト発行サービスは機能停止状態になると，相関イベントの発行処理を停止します。
jcoegsstop コマンドは，相関イベント発行サービスを停止させずに，相関イベントの
発行処理だけを休止したい場合に使用します。なお，相関イベント発行サービスの状態
を相関稼働に戻したい場合，jcoegsstart コマンドを実行するか，JP1/IM - Manager
を再起動してください。
jcoegsstop コマンドで状態の移行に成功すると，JP1 イベント（00003F26）が発行さ
れます。JP1 イベント（00003F26）については，
「4.2.2 JP1 イベントの詳細」を参照
してください。

形式
jcoegsstop [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

注意事項
• 相関イベントの発行処理中にこのコマンドを実行した場合，発行処理中の相関イベン
トはすべて不成立になります。
• 相関イベント発行サービスの状態が機能停止の間に発行された JP1 イベントは，相関
イベントの発行処理の対象外になります。
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• jcoegsstop コマンドの実行時に相関イベント発行サービスが機能停止状態だった場
合，状態は変更されません。

戻り値
0

相関イベント発行サービスの停止に成功した

1

相関イベント発行サービスの停止に失敗した

2

相関イベント発行サービスとの通信がタイムアウトした

100

実行権限がない（Windows 限定）

101

引数エラー

102

通信エラー

255

その他の異常終了（システムエラー）

使用例
物理ホスト（hostP）の相関イベント発行サービスを停止する場合。
入力値
jcoegsstop
結果
KAJV3301-I hostPの相関イベント発行機能を停止しました
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機能
JP1/IM - Manager のプロセスで障害が発生したときに，ダンプを出力するためのコマン
ドです。なお，セントラルスコープサービス（jcsmain）は除きます。
• Windows の場合
JP1/IM - Manager の java（evtcon，jcdmain および evgen）プロセスで障害が発
生したときにこのコマンドを実行してください。
• UNIX の場合
JP1/IM - Manager の evflow，jcamain，java（evtcon，jcdmain および
evgen）プロセスで障害が発生したときにこのコマンドを実行してください。
障害の検知手段としては JP1/IM - Manager のヘルスチェック機能を利用します（ヘル
スチェック機能についてはマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システ
ム構築・運用ガイド

3.7.2 JP1/IM - Manager のヘルスチェック機能」参照）。

jcogencore コマンドを実行すると，どのプロセスの障害資料を出力するか問い合わせ
メッセージが表示されます。障害が発生したプロセスの資料を出力するようにします。
jcogencore コマンドを実行することで出力されるファイルを次の表に示します。
表 2-13

出力されるファイル
OS

Windows

UNIX

プロセス名

Java スレッドダンプ

コアダンプ

evflow

−

−

jcamain

−

−

java (evtcon ※ 1)

javacore プロセス
ID.XXXXXXXXXX.txt

−

java (jcdmain ※ 1)

javacore プロセス
ID.XXXXXXXXXX.txt

−

java (evgen ※ 1)

javacore プロセス
ID.XXXXXXXXXX.txt

−

evflow

−

core.evflow

jcamain

−

core.jcamain

java (evtcon ※ 1)

javacore プロセス

java (jcdmain ※ 1)

javacore プロセス

java (evgen ※ 1)
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出力されるファイルの名称

core.java

ID.XXXXXXXXXX.txt ※ 2
core.jcdmain

ID.XXXXXXXXXX.txt ※ 2
javacore プロセス
ID.XXXXXXXXXX.txt ※ 2

core.evgen

jcogencore

（凡例）
XXXXXXXXXX：OS が自動で割り当てる一意の ID
−：出力しない
注※ 1
evtcon，jcdmain および evgen は機能名です。
注※ 2
HP-UX(IPF) の場合，Java スレッドダンプは出力されません。

出力されたファイルは，次のフォルダに格納されます。
Windows の場合
物理ホスト：Console パス ¥log¥
論理ホスト：共有ディスク ¥jp1cons¥log¥
UNIX の場合
物理ホスト：/var/opt/jp1cons/log/
論理ホスト：共有ディスク /jp1cons/log/
出力したスレッドダンプおよびコアダンプは，資料採取ツールを使って，ほかの障害資
料と合わせて採取してください。
また，このコマンドを実行したあとは，JP1/IM - Manager の再起動が必要です。
• Windows の場合
物理ホスト：コマンドを実行したあと，［コントロールパネル］−［管理ツール］−
［サービス］で「JP1/Console」サービスを停止し，再起動してください。再起動後
に，jco_spmd_status コマンドでプロセスの起動状況を確認してください。
論理ホスト：コマンドを実行したあと，［コントロールパネル］−［管理ツール］−
［サービス］で「JP1/Console」サービスを停止し，再起動してください。クラスタソ
フトで「JP1/Console」サービスを監視している場合は，クラスタソフトでサービス
を再起動するか，フェールオーバーしてください。
• UNIX の場合
物理ホスト：コマンドを実行したあと，指定したプロセスが強制的に停止します。一
度，jco_stop コマンドですべてのプロセスを停止し，jco_start コマンドで再起
動してください。再起動後に，jco_spmd_status コマンドでプロセスの起動状況を
確認してください。
論理ホスト：コマンドを実行したあと，指定したプロセスが強制的に停止します。一
度，jco_stop.cluster コマンドですべてのプロセスを停止し，
jco_start.cluster コマンドで再起動してください。クラスタソフトで JP1/IM Manager を監視している場合は，クラスタソフトで JP1/IM - Manager を再起動する
か，フェールオーバーしてください。

形式
jcogencore [-h 論理ホスト名]

255
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実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストの JP1/IM - Manager プロセスのスレッドダンプ，またはコアダンプを出力します。
このオプションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮
定されます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定され
ます。クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

注意事項
• UNIX の場合，jcogencore コマンドを実行すると，ダンプ出力後に指定したプロセ
スは強制的に停止します。プロセスがハングアップしたとき以外には実行しないでく
ださい。プロセスのハングアップはヘルスチェックで検知できます。
なお，クラスタシステムで運用中に jcogencore コマンドを実行する場合は，注意し
てください。
• UNIX でこのコマンドを実行する場合には，実行前にご使用のマシンの空き容量を確
認してください。5 プロセス分のコアダンプを出力した場合，コアダンプの容量は合
計で最大 8,419 メガバイトになる場合があります。
• 複数のプロセスで障害が発生した場合は，イベントコンソールサービス（java）
，自
動アクションサービス（jcamain），イベントフロー制御サービス（evflow）の順に
コマンドを実行してください。
なお，インシデント登録サービス（jcdmain）および相関イベント発行サービス
（evgen）はほかのプロセスと依存関係がないため，コマンドの実行順序は任意です。

戻り値
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0

正常終了

1

オプション・引数解析エラー

2

プロセスチェックエラー

3

論理ホストエラー

jcogencore

4

実行権限エラー（Windows 限定）

5

パイプ作成エラー（Windows 限定）

6

スレッドダンプ出力処理エラー

10

その他のエラー

使用例 1
Windows で，物理ホストのイベントコンソールサービス（java）プロセスがハングアッ
プした場合
jcogencore

使用例 2
Windows で，論理ホスト hostA のイベントコンソールサービス（java）プロセスがハ
ングアップした場合
jcogencore -h hostA

使用例 3
UNIX で，物理ホストのイベントコンソールサービス（java）プロセスがハングアップ
した場合
/opt/jp1cons/bin/jcogencore

出力例
UNIX で，物理ホストのイベントコンソールサービス（java）プロセスがハングアップ
し，コアダンプおよびスレッドダンプを出力する場合
ProcessName
PID
[1] : evflow
1234
[2] : jcamain
94320
[3] : evtcon
3333
[4] : evgen
65654
[5] : jcdmain
368828
[6] : Exit
KAVB8427-I When outputting dumps for the three processes evflow,
jcamain, and evtcon at the same time, output the dumps in order of
evtcon, jcamain, and evflow.
KAVB8417-I Please enter a number for the process to output the core
dump file [1-6]:3
KAVB8414-I The thread dump output request has been sent.
KAVB8407-I When the core dump is output, evtcon will stop. Is this
OK? (y/n):y
KAVB8406-I The core dump file will be output.
KAVB8416-I The core dump file has been output.
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jcohctest
機能
JP1/IM - Manager のヘルスチェック機能で使用するヘルスチェック定義ファイル
（jcohc.conf）の定義が正しく実行されるかをテストするコマンドです。ヘルスチェッ
ク定義ファイルに従い，通知コマンドの実行テストができます。
jcohctest コマンドは，JP1/IM - Manager が起動中にだけ実行できます。
ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）を変更した場合は，jcohctest コマンド
を実行する前に，jco_spmd_reload コマンドなどでヘルスチェック定義ファイルの設
定を有効にする必要があります。
ヘルスチェック定義ファイルで指定した変数（HCHOST，HCFUNC，HCPNAME，HCPID，
HCDATE，および HCTIME）は，jcohctest コマンドでのテスト時には次のように表示
されます。
表 2-14

jcohctest コマンド実行時に表示される値
jcohctest コマンド実行時に表示される値

変数名
HCHOST

物理ホスト名，または -h オプションで指定した論理ホスト名

HCFUNC

evflow

HCPNAME

evflow

HCPID

evflow のプロセス ID

HCDATE

通知コマンドの実行日付（yyyy/mm/dd）

HCTIME

通知コマンドの実行時刻（hh:mm:ss）

ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）については，
「ヘルスチェック定義ファイ
ル（jcohc.conf）
」（3.

定義ファイル）を参照してください。

形式
jcohctest [-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
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Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
スト用のヘルスチェック定義ファイルで設定した通知コマンドをテストします。このオ
プションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定され
ます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。
クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
0

正常終了

1

引数エラー

2

論理ホストが存在しない

3

通知コマンド実行失敗

7

実行権限エラー（Windows 限定）

10

その他のエラー
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jcoimdef
機能
JP1/IM - Manager のシステム環境を設定，または設定値を参照します。このコマンドで
設定した値は，次の契機で有効になります。
• JP1/IM - Manager を再起動したとき
• -i オプションを指定してこのコマンドを実行したあと
• jco_spmd_reload コマンドを実行したあと
また，このコマンドを実行すると設定内容が標準出力に出力されます。

形式
jcoimdef

[-r EXE | OUTPUT | OFF]
[-b イベント取得位置]
[-s ON | OFF]
[-n ON | OFF]
[-egs ON | OFF]
[-rulehost ホスト名]
[-ruleuser ユーザー名]
[-rule ON | OFF]
[-resevent ON | OFF]
[-e リトライ間隔]
[-t タイムアウト時間]
[-c リトライ回数:リトライ間隔]
[-o リトライ回数:リトライ間隔]
[-i]
[-h 論理ホスト名]

-resevent オプションは，BJEX と連携した場合に使用するオプションです。
-resevent オプションの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management Manager システム構築・運用ガイド

23.6.1

jcoimdef」を参照してください。

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/
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引数
引数なし
現在の設定内容が，標準出力に一覧表示されます。
表示形式を，次に示します。
設定項目名=設定値
デフォルトの値が設定されている場合にこのコマンドを実行したときの出力内容を次に
示します。各設定項目名の設定値は引数指定によって変更ができます。
図 2-2 jcoimdef コマンドの出力形式

-r EXE | OUTPUT | OFF
自動アクションサービス起動時に状態が「送信待機」
，「送信中」
，「キューイング」
，およ
び「実行中」となっているアクションに対する動作を指定します。自動アクションサー
ビスに対する設定です。
• EXE を指定すると，状態が「送信待機」
，「送信中」
，「キューイング」
，および「実行
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中」となっているアクションを再実行します。該当アクションの状態を jcashowa コ
マンド，アクション結果画面などで表示した場合，状態名に「-R」が付きます。
• OUTPUT を指定すると，状態が「送信待機」，
「送信中」，
「キューイング」，および「実
行中」となっているアクションの一覧をアクション再実行用ファイル
（actreaction）に出力します。
該当アクションの状態を jcashowa コマンド，アクション結果画面などで表示した場
合，状態名は「終了 -R」と表示されます。
• アクション再実行用ファイルには，次の形式でアクションごとに繰り返し出力されま
す。
### 日付※△時刻※△イベントID△イベントDB内通し番号 ###［改行］
［u=実行ユーザー名△］［e=環境変数ファイル名］［d=実行先ホスト名］
実行コマンド［改行］
注※ 日付と時刻は再実行機能が動作した時の日付と時刻になります。
• OFF を指定すると，状態が「送信待機」，
「送信中」，
「キューイング」，および「実行
中」となっているアクションに対して処理を行わず，その状態のままになります。
-b イベント取得開始位置
JP1/IM - Manager を起動した時に取得するイベントをいつから取得するかを指定しま
す。指定できる値は，-1 〜 144 です。
• -1 を指定すると，JP1/IM - Manager が前回停止したときの状態から処理を続行しま
す。デフォルトでは，-1 が設定されています。
例えば -1 が指定されている状態で，JP1/IM - Manager がイベント DB 内通し番号
12000 のイベントまで受信しており，イベントがイベントバッファーにイベント DB
内通し番号 10001 〜 12000（2,000 件）のイベントが格納されているときに JP1/IM Manager を再起動したときの動作は以下のようになります。
JP1/IM - Manager のイベントバッファー
前回停止したときにイベントバッファーに入っていたイベント（イベント DB 内
通し番号 10001 〜 12000）を再度イベントバッファーに格納します。
自動アクション
イベント DB 内通し番号 12000 の次のイベント ( イベント DB 内通し番号 12001)
から自動アクション処理の対象になります。自動アクション処理とは，イベント
とアクション定義とのマッチング処理のことです。
• 0 を指定すると，JP1/IM - Manager の起動後に登録されたイベントから，取得処理を
開始します。
JP1/IM - Manager のイベントバッファー
起動後にイベント DB に登録されたイベントがイベントバッファーに格納されま
す。
自動アクション
起動後にイベント DB に登録されたイベントが自動アクション処理の対象になり
ます。
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• 1 〜 144 を指定すると，JP1/IM - Manager の起動前に登録されたイベントを，指定さ
れた時間分さかのぼってイベント DB から取得します。
1 〜 144 の単位は時間です。例えば，JP1/IM - Manager が起動する 1 時間前にさかの
ぼって，イベント DB からイベントを取得したい場合，1 を指定します。
JP1/IM - Manager のイベントバッファー
起動時刻から指定された時刻さかのぼり，その時刻以降にマネージャー上のイベ
ント DB に登録されたイベントがイベントバッファーに格納されます。
自動アクション
起動時刻から指定された時刻さかのぼり，その時刻以降にマネージャー上のイベ
ント DB に登録されたイベントが自動アクション処理の対象になります。
ただし，一度自動アクション処理を行ったイベントは，自動アクション処理の対
象にはなりません。つまり，一つのイベントに対して，アクションのマッチング
処理は一度しか行いません。
上記のどの場合でも，セントラルスコープサービスへ配信するイベントは自動アクショ
ンと同じになります。
-s ON | OFF
セントラルスコープサービスを起動し，かつセントラルスコープサービスにイベントを
配信するようにするかどうかを指定します。
ON を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時にセントラルスコープサービスが起動し，
さらにセントラルスコープサービスにイベントが配信されるようになります。また，
［イ
ベントコンソール］画面の［セントラルスコープ起動］ボタンおよびメニューが活性と
なります。
OFF を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時にセントラルスコープサービスが起動し
ないため，セントラルスコープサービスにイベントが配信されるようになりません。ま
た，［イベントコンソール］画面の［セントラルスコープ起動］ボタンおよびメニューが
非活性となります。デフォルトは OFF です。
-s の設定を有効にするには，接続中の JP1/IM - View も再起動が必要です。
-n ON | OFF
JP1/IM - Incident Master 連携用のオプションです。インシデント登録サービスを起動
するかどうかを指定します。
ON を指定すると，JP1/IM - Manager 起動時にインシデント登録サービスが起動します。
OFF を指定すると，JP1/IM - Manager 起動時にインシデント登録サービスが起動しませ
ん。デフォルトは OFF です。
-egs ON | OFF
相関イベント発行サービスを起動するかどうかを指定します。
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ON を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時に相関イベント発行サービスが起動しま
す。
OFF を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時に相関イベント発行サービスが起動しま
せん。デフォルトは OFF です。
-rulehost ホスト名
連携する JP1/IM - Rule Operation のホスト名を指定します。システム構成の定義で管理
対象ホストに設定したホスト名を指定してください。255 文字以内で，スペース，タブ，
および制御文字を除く ASCII 文字で指定してください。また，ホストグループの指定は
できません。ホスト名に「""」を指定した場合，空文字（なし）が設定されます。この場
合，コマンドを実行しているホストを仮定します。
-ruleuser ユーザー名
連携する JP1/IM - Rule Operation を実行する JP1 ユーザー名を指定します。31 文字以
内で，「* " ' / ¥ [ ] { } ( ) : ; | = , + ? < >」，スペース，タブ，制御文
字を除く ASCII 文字で指定してください。ユーザー名に「""」を指定した場合，空文字
（なし）が設定されます。この場合，次の順に優先して仮定されます。
• 自動アクション環境定義ファイル（action.conf）の "ACTIONEXECUSER" で指定した
JP1 ユーザー
• jp1admin
-rule ON | OFF
JP1/IM - View に JP1/IM - Rule Operation 連携用の項目を表示するかどうかを指定しま
す。
ON を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時に，JP1/IM - View に JP1/IM - Rule
Operation 連携用の項目を表示する機能が有効になります。
OFF を指定すると，JP1/IM - Manager の起動時に，JP1/IM - View に JP1/IM - Rule
Operation 連携用の項目を表示する機能が無効になります。デフォルトは OFF です。
-rule の設定を有効にするには，接続中の JP1/IM - View も再起動が必要です。
-e リトライ間隔
イベントフロー制御サービスからイベントサービスへのイベント取得時に，イベント
サービスに接続ができなかった，または接続が切断された場合に，自動的に再接続する
リトライ間隔を指定します。指定できる値は，1 〜 86,400（単位：秒）です。イベント
フロー制御サービスに対する設定です。
-t タイムアウト時間
イベントフロー制御サービスからセントラルスコープサービスまたはイベントコンソー

264

jcoimdef

ルサービスへのイベント配信処理が失敗した場合に，自動的に再配布するリトライ処理
のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，1 〜 3,600（単位：秒）です。イベ
ントフロー制御サービスは，セントラルスコープサービスまたはイベントコンソール
サービスにイベント配信要求を行い，このオプションで指定された時間内に応答がない
場合は，応答がない制御に対してイベント配信を停止します。イベントフロー制御サー
ビスに対する設定です。
-c リトライ回数 : リトライ間隔
イベントフロー制御サービスからセントラルスコープサービスまたはイベントコンソー
ルサービスへのイベント配信時に，セントラルスコープサービスまたはイベントコン
ソールサービスに接続ができなかった，または接続が切断された場合に，自動的に再接
続するリトライ処理のリトライ回数とリトライ間隔を指定します。リトライ回数に指定
できる値は 0 〜 100（単位：回），リトライ間隔に指定できる値は 0 〜 3600（単位：秒）
です。イベントフロー制御サービスに対する設定です。
-o リトライ回数 : リトライ間隔
イベントフロー制御サービスからセントラルスコープサービスまたはイベントコンソー
ルサービスへのイベント配信処理が失敗した場合に，自動的に再配布するリトライ処理
のリトライ回数とリトライ間隔を指定します。リトライ回数に指定できる値は 0 〜 100
（単位：回）
，リトライ間隔に指定できる値は 0 〜 3600（単位：秒）です。イベントフ
ロー制御サービスに対する設定です。
-i
各オプションで指定した値を有効にするために，有効にしたいオプションと一緒にこの
オプションを指定します。このオプションを指定すると，一緒に指定したオプションで
設定された値がイベントフロー制御サービスおよび自動アクションサービスに読み込ま
れて，有効になります。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。指定した論理ホ
ストの JP1/IM - Manager のシステム環境を設定，または設定値を参照します。このオ
プションを省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定され
ます。環境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。
クラスタシステムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了
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jcothreaddmp（Windows 限定）
機能
JP1/IM - View で障害が発生したときに，スレッドダンプを出力するためのコマンドで
す。
jcothreaddmp コマンドを実行して出力したスレッドダンプは，次のフォルダに格納さ
れます。
Windows Vista，Windows Server 2008 の場合
システムドライブ
:¥ProgramData¥HITACHI¥JP1¥JP1_DEFAULT¥JP1CoView¥log¥
上記以外の OS の場合
View パス ¥log¥
出力したスレッドダンプは，資料採取ツールを使って，ほかの障害情報と合わせて採取
してください。

形式
jcothreaddmp プロセスID

実行権限
なし

格納先ディレクトリ
Viewパス¥bin¥

引数
プロセス ID
操作ができなくなった JP1/IM - View の java.exe プロセスのプロセス ID を指定しま
す。指定できるプロセス ID は一つだけです。プロセス ID の省略および複数指定はでき
ません。

注意事項
• 複数の JP1/IM - View を起動している場合は，タスクマネージャで操作ができなく
なった JP1/IM - View のプロセス ID を識別してください。
JP1/IM - View はタスクマネージャ上で java.exe と表示されます。このとき，同時に
動作しているほかの java プログラムがあると，同様に java.exe と表示されるため，
識別が難しくなります。マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システ
ム構築・運用ガイド

24.4.1 (2)

JP1/IM 用スレッドダンプを出力する」を参照して，

操作できなくなった JP1/IM - View のプロセス ID を識別してください。
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• 正常な JP1/IM - View に対して，jcothreaddmp コマンドを実行した場合は，JP1/
IM - View の動作が不安定になることがあります。この場合には，JP1/IM - View を再
起動してください。
• WWW ページ版の JP1/IM - View で操作ができなくなった場合には，別の手段で資料
を採取する必要があります。
• ダンプの採取前に必要な設定について
参照先：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

11.11(5) ［Java コンソール］画面の表示設定」

• 資料の採取手順について
参照先（Windows）：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システ
ム構築・運用ガイド

24.4.1 (3)

WWW ページ版の JP1/IM - View に関連する情報

を採取する」
参照先（UNIX）
：マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構
築・運用ガイド

24.4.2 (3)

WWW ページ版の JP1/IM - View に関連する情報を採

取する」

戻り値
0

正常終了

1

オプションの解析エラー

2

プロセスのチェックエラー

3

スレッドダンプ出力要求の送信エラー

10

その他のエラー
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jcoview（Windows 限定）
機能
JP1/IM - View の画面を起動します。
オプション指定によって次のように起動する画面が異なります。
• JP1/IM - View の［ログイン］画面の起動
-p，-e オプション以外のオプションを指定した場合，またはオプション指定なしの
場合，
［ログイン］画面が起動します。
-c オプション指定時：［ログイン］画面の「セントラルコンソール」にチェックが付
きます。
-s オプション指定時：［ログイン］画面の「セントラルスコープ」にチェックが付き
ます。
-h オプション指定時：［ログイン］画面の「接続ホスト名」に値が入力されます。
-u オプション指定時：［ログイン］画面の「ユーザー名」に値が入力されます。
• JP1/IM - View の［イベントコンソール］画面および［監視ツリー］画面の起動
-h，-u，-p オプションを指定した場合，［イベントコンソール］画面および［監視ツ
リー］画面が起動します。
［イベントコンソール］画面および［監視ツリー］画面を起
動する場合，-h，-u，-p オプションの指定は必須となります。
-c オプション指定時：［イベントコンソール］画面が起動します。
-s オプション指定時：［監視ツリー］画面が起動します。
-c，-s オプション指定なし：［イベントコンソール］画面が起動します。
• JP1/IM - View の［監視ツリー ( 編集中 )］画面の起動
-e オプションを指定した場合，［監視ツリー ( 編集中 )］画面が起動します。

形式
jcoview [[[-c] [-s] | -m ]
[-h 接続ホスト名] [-u ユーザー名] [-p パスワード]
| -e ]

実行権限
なし

格納先ディレクトリ
Viewパス¥bin¥

引数
-c
［イベントコンソール］画面を起動します。
パスワード（-p オプション）を省略した場合，［セントラルコンソール］チェックボッ
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クスがチェックされた状態で，
［ログイン］画面が起動します。また，-e オプションと
同時に指定することはできません。
このオプションは省略できます。
-h，-u，および -p オプションが指定されていて，かつ，-c，-s，または -e オプショ
ンのどれも指定されていない場合は，この -c オプションが指定されているものと仮定さ
れます。
-s
［監視ツリー］画面を起動します。
パスワード（-p オプション）を省略した場合，［セントラルスコープ］チェックボック
スがチェックされた状態で，
［ログイン］画面が起動します。また，-e オプションと同
時に指定することはできません。
このオプションは省略できます。
-h 接続ホスト名
接続先ホストのホスト名を指定します。指定できる文字数は，1 〜 255 バイトです。
JP1/IM - Manager が起動しているホストだけを指定できます。
接続先ホスト名には，次のものが指定できます。
• コマンドを使用するホストで定義されているホスト名
• コマンドを使用するホストでアドレス解決可能なホスト名
• IP アドレス
このオプションは省略できますが，-p オプションを指定するときは省略できません。
-u ユーザー名
認証サーバに登録してある JP1 ユーザー名を指定します。指定できる文字数は，1 〜 31
バイトです。半角英数字（英字は小文字）だけを使用できます。
このオプションは省略できますが，-p オプションを指定するときは省略できません。
-p パスワード
指定したユーザー名に対応するパスワードを指定します。指定できる文字数は，6 〜 32
バイトです。半角英数字だけを使用できます。英字は，大文字・小文字が区別されます。
このオプションを指定する場合は，-h および -u オプションも指定する必要があります。
このオプションは省略できます。
-e
［監視ツリー ( 編集中 )］画面を起動します。
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このオプションを指定する場合は，ほかのオプションを指定しないでください。
このオプションは省略できます。
-m
このオプションは，JP1/IM - Central Information Master にログインする場合に指定し
ます。JP1/IM - Manager では使用しません。
また，-c，-s，および -e オプションと同時に指定することはできません。
詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information
Master リファレンス」を参照してください。

戻り値
0

正常終了

1

引数エラー

2

メモリー不足

3

リソースの取得に失敗

4

エラーメッセージの作成に失敗
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使用例 1
JP1/IM - View を起動して，［ログイン］画面を表示します。
jcoview

使用例 2
JP1/IM - View を起動して，［ログイン］画面を表示します。
［ログイン］画面の［接続ホ
スト名］に host，
［ユーザー名］に jp1admin が設定されます。
jcoview -h host -u jp1admin

使用例 3
JP1/IM - View を起動して，ユーザー jp1admin，パスワード jp1admin で接続ホスト
host にログインし，
［イベントコンソール］画面を起動します。
jcoview -h host -u jp1admin -p jp1admin

使用例 4
JP1/IM - View を起動して，ユーザー jp1admin，パスワード jp1admin で接続ホスト
host にログインし，
［監視ツリー］画面を起動します。
jcoview -s -h host -u jp1admin -p jp1admin
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使用例 5
JP1/IM - View を起動して，ユーザー jp1admin，パスワード jp1admin で接続ホスト
host にログインし，［イベントコンソール］画面および［監視ツリー］画面を起動しま
す。
jcoview -c -s -h host -u jp1admin -p jp1admin

使用例 6
JP1/IM - View を起動して，［監視ツリー ( 編集中 )］画面を起動します。
jcoview -e

使用例 7
ホストやユーザーごとに，使用例 2 や使用例 3 などのコマンドのショートカットを作成
できます。
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jcoview_log.bat（Windows 限定）
機能
JP1/IM - View で障害が発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/IM View の保守資料，OS のシステム情報，統合トレースログなどを採取します。
このツールは，バッチファイルです。ユーザーによるカスタマイズはできません。
このツールを実行すると，資料を採取する対象フォルダまたはファイルを一次資料およ
び二次資料に区分けし，指定した資料格納フォルダの直下に採取した資料が格納されま
す。
一次資料は，障害時の切り分けや，軽度の障害の調査を目的に採取する資料です。必要
最低限のログおよび設定ファイルを採取します。二次資料は，一次資料ではわからな
かった障害をさらに調査するための詳細資料です。Windows イベントログ，クラッシュ
ダンプを採取します。
また，JP1/IM - View のスレッドダンプがある状態で jcoview_log.bat を実行すると，
メッセージ KAVB8946-I を表示してスレッドダンプを削除するかどうかユーザーに問い
合わせます。「y」を入力した場合，スレッドダンプを削除します。
必要に応じて採取した資料を圧縮ツールなどで圧縮してください。
なお，このツールを使って採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

24.3 トラブル発生時

に採取が必要な資料」を参照してください。
資料格納フォルダの直下に格納された資料のフォルダ構成および資料内容を次に示しま
す。
表 2-15

一次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥coview

JP1/IM - View のパッチ情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥conf

JP1/IM - View の設定および定義ファ
イル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥default

JP1/IM - View の共通定義情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥log

JP1/IM - View のログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥oslog

OS のログ情報※

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥spool

統合トレースログ

注※
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JP1/IM - Manager および JP1/Base が同一マシン上にインストールされている場合，JP1/IM Manager および JP1/Base の資料も採取されます。

表 2-16

二次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥oslog

格納された資料
• Windows イベントログ
• クラッシュダンプ※

注※
Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，クラッシュダンプは採
取しません。

形式
jcoview_log.bat -f 資料格納フォルダ
[-t]
[-u]
[-q]

実行権限
なし

格納先ディレクトリ
Viewパス¥tools¥

引数
-f 資料格納フォルダ
採取した資料を出力するフォルダ名をフルパスまたはこのコマンドを実行した場所から
の相対パスで指定します。パスに空白を含む場合は，
「"」で囲んで指定します。このオ
プションは省略できません。
存在しないフォルダを指定した場合は，その名称でフォルダが新規作成されます。すで
に存在するフォルダを指定した場合は，いったんそのフォルダを削除してから，指定し
たフォルダが作成されます。
-t
hosts および services ファイルを採取しない場合に指定します。
-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。Windows Vista および Windows
Server 2008 版の JP1/IM - View ではこのオプションは使用できません。
-q
ユーザー確認を省略してコマンドを実行する場合に指定します。
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注意事項
• JP1/IM - Manager と同一ホストで，JP1/IM - View の資料を採取する場合は，
jim_log.bat コマンドを実行してください。
• このツールを複数同時に実行しないでください。資料が上書きされたり，採取できな
かったりする場合があります。
• 採取するファイルが見つからない場合，
「ファイルが見つかりません」などのメッセー
ジが表示されることがありますが，対処の必要はありません。

戻り値
0

正常終了

8

異常終了

使用例
F:¥tmp¥bat フォルダに資料を採取する場合
jcoview_log.bat -f F:¥tmp¥bat
出力結果は次のようになります。
KAVB8925-I The directory does not exists. ("F:¥tmp¥bat")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists.
("F:¥tmp¥bat¥jp1_default¥imm_1st")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists.
("F:¥tmp¥bat¥jp1_default¥imm_2nd")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" command will start.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" execution is ended.
(ERRORLEVEL=0)
KAVB8929-I The system information will be acquired. Please wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I The system information has been acquired.
KAVB8929-I "Watson log and crash dump" will be acquired. Please
wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" execution is ended.
(ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I "Watson log and crash dump" has been acquired.
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KAVB8921-I Windows Eventlog(Application) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(Application) has been acquired.
KAVB8921-I Windows Eventlog(System) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(System) has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The integrated trace log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated trace log has been acquired.
KAVB8921-I The integrated installer log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated installer log has been acquired.
KAVB8921-I The installer log file will be acquired.
KAVB8922-I The installer log has been acquired.
KAVB8921-I The hosts will be acquired.
KAVB8922-I The hosts has been acquired.
KAVB8921-I The services will be acquired.
KAVB8922-I The services has been acquired.
KAVB8921-I The registry information will be acquired.
KAVB8922-I The registry information has been acquired.
KAVB8921-I The netstat information will be acquired.
KAVB8922-I The netstat information has been acquired.
KAVB8921-I The ipconfig information will be acquired.
KAVB8922-I The ipconfig information has been acquired.
KAVB8921-I The net start information will be acquired.
KAVB8922-I The net start information has been acquired.
KAVB8921-I The set information will be acquired.
KAVB8922-I The set information has been acquired.
KAVB8918-I The data was successfully acquired.
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機能
監視ノード（監視オブジェクトまたは監視グループ）の状態を変更します。また，監視
ノードの状態変更イベントの履歴をクリアします。監視ノードの監視状態は変更できま
せん。
障害発生時の回復処理としてバッチ処理でこのコマンドを含め，最後の処理として自動
実行で監視ノードの状態を初期化したい場合，ヘルプデスクシステムと連携して障害を
取り除いた後に自動実行で監視ノードの状態を初期化したい場合に，使用できます。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcschstat [-h 論理ホスト名]
-n 監視ノードID1, 監視ノードID2, 監視ノードID3...
[-s 状態値]
[-i]
[-t タイムアウト時間]
[-d]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-n 監視ノード ID1, 監視ノード ID2, 監視ノード ID3...
状態変更の対象となる監視ノード ID（監視オブジェクト ID または監視グループ ID）を
指定します。監視ノード ID は，16 進数で指定します。
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監視ノード ID は複数指定，10 個まで指定できます。複数指定する場合は，コンマ「,」
で区切ってください。指定した監視ノードの順に監視ノードの状態が変わります。
-s 状態値
監視ノードの変更後の状態を指定します。状態値は大文字と小文字を区別します。監視
オブジェクトは Emergency，Alert，Critical，Error，Warning，Normal，
Debug，または Initial を指定できます。監視グループは Initial だけ指定できま
す。
指定した監視ノードの状態を変更すると，上位ノードへ状態が伝播し，下位ノードを初
期化します。
省略した場合，Initial が仮定されます。
-i
監視ノードの状態を変更する際に，確認メッセージを表示させたい場合に指定します。
-t タイムアウト時間
サーバとの通信時のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，1 〜 32,767（単
位：秒）です。デフォルトは 1,800 秒（30 分）です。
-d
このオプションを指定すると，-n オプションで指定した監視ノードが存在しない場合ま
たは監視ノードの状態変更に失敗した場合に，コマンド処理を中断し，エラー終了しま
す。
省略した場合，存在しないまたは状態変更に失敗した監視ノードの処理をスキップし，
次の監視ノード以降の処理を続行します。

注意事項
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）がすでに 32 個のコマンド要求を処理して
いる最中に，このコマンドを実行した場合，サーバ側の通信が切断され，このコマンド
の実行に失敗します。

戻り値
0

正常終了

1

論理ホスト名が存在しない

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

12

メモリー不足

32

データアクセスエラー

33

監視ツリー ID または監視ノード ID が DB 内に存在しない
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37

サーバからの応答がない（コネクション要求が失敗した）

38

サーバとの通信が切断された（通信中にサーバが停止した，またはサーバ側の接続
数が最大値を超えた）

39

タイムアウトが発生した（サーバに要求送信後，応答を受信するまでにタイムアウ
ト時間を超えた）

40

サーバから不正な応答が送信された

42

ほかのコマンドまたはほかの要求が実行中

43

-n に非監視設定の監視ノードを指定している

44

-n に監視グループを設定している

99

その他のエラー

使用例
監視ノード ID 8 の状態を Error に変更します。
jcschstat -n 8 -s Error

出力例
jcschstat -n 5 -s Normal
KAVB7630-I 監視ノード(5)の状態を正常に変更しました
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jcsdbexport
機能
監視オブジェクト DB の保管情報を取得し，ツリー構成ファイルとしてローカルにファ
イル出力するコマンドです。ファイルに出力される情報は，監視ツリー構成情報，共通
イベント監視条件，およびビジュアル監視画面構成情報です。
監視オブジェクト DB で保管情報を複数世代保存する場合に利用できます。また，監視
オブジェクト DB の保管情報を別サーバに複製したい場合は，このコマンドを実行した
あとに jcsdbimport コマンドで別サーバの監視オブジェクト DB に反映することもで
きます。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcsdbexport [-h 論理ホスト名]
-o ファイル名
[-t タイムアウト時間]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-o ファイル名
ツリー構成情報の出力先となるファイルをフルパスで指定します。ファイル名の末尾は
「.dat」と指定します。また，パスに空白を含む場合は，
「"」で囲んで指定します。
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-t タイムアウト時間
サーバとの通信時のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，10 〜 32,767（単
位：秒）です。デフォルトは 1,800 秒（30 分）です。

注意事項
• セントラルスコープサービスのデータ更新中にこのコマンドを実行すると，エラー終
了します。
例えば，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面からサーバのツリーを更新中の場合や，
jcschstat コマンドで監視ノードの状態を変更中の場合に，このコマンドを実行す
るとエラー終了します。
• 08-10 以降の JP1/IM - Manager で出力したツリー構成ファイルは，08-01 以前の
JP1/IM - Manager で読み込むことはできません。

戻り値
0

正常終了

1

論理ホスト名が存在しない

2

引数エラー

3

指定したファイルが不正

4

コマンドを実行する権限がない

6

指定したファイルに対するアクセス権がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

31

サーバ側で DB の初期化失敗

32

サーバ側で DB へのアクセスに失敗

33

監視ツリー ID または監視ノード ID が DB 内に存在しない

37

サーバからの応答がない（コネクション要求が失敗した）

38

サーバとの通信が切断された（通信中にサーバが停止した，またはサーバ側の接続
数が最大値を超えた）

39

タイムアウトが発生した（サーバに要求送信後，応答を受信するまでにタイムアウ
ト時間を超えた）

40

サーバから不正な応答が送信された

42

ほかのコマンドまたはほかの要求が実行中

99

その他のエラー

使用例
監視オブジェクト DB の保管情報を c:¥temp¥output.dat に出力します。
jcsdbexport -o c:¥temp¥output.dat
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出力例
KAVB7670-I ファイル(c:¥temp¥output.dat)への監視ツリー定義の出力に成功しま
した
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jcsdbimport
機能
jcsdbexport コマンドでファイル出力した監視オブジェクト DB の保管情報（監視ツ
リー構成情報，共通イベント監視条件，およびビジュアル監視画面構成情報）を JP1/IM
- Manager の監視オブジェクト DB に反映するためのコマンドです。
このコマンドは，jcsdbexport コマンドと併用して，ほかのサーバに JP1/IM Manager の監視オブジェクト DB の保管情報を移行する際に利用します。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcsdbimport [-h 論理ホスト名]
-o ファイル名
[-t タイムアウト時間]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-o ファイル名
JP1/IM - Manager の監視オブジェクト DB に反映させたい，jcsdbexport コマンドで
出力したファイルをフルパスで指定します。ファイル名の末尾には「.dat」と指定しま
す。パスに空白を含む場合は，「"」で囲んで指定します。
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-t タイムアウト時間
サーバとの通信時のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，10 〜 32,767（単
位：秒）です。デフォルトは 1,800 秒（30 分）です。

注意事項
セントラルスコープサービスのデータ更新中にこのコマンドを実行すると，エラー終了
します。例えば，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面からサーバのツリーを更新中の場合や，
jcschstat コマンドで監視ノードの状態を変更中の場合に，このコマンドを実行すると
エラー終了します。

戻り値
0

正常終了

1

論理ホスト名が存在しない

2

引数エラー

3

指定したファイルが不正

4

コマンドを実行する権限がない

6

指定したファイルに対するアクセス権がない

12

メモリー不足

31

サーバ側で DB の初期化失敗

32

サーバ側で DB へのアクセスに失敗

34

ツリー構成ファイルのフォーマットエラー

37

サーバからの応答がない（コネクション要求が失敗した）

38

サーバとの通信が切断された（通信中にサーバが停止した，またはサーバ側の接続
数が最大値を超えた）

39

タイムアウトが発生した（サーバに要求送信後，応答を受信するまでにタイムアウ
ト時間を超えた）

40

サーバから不正な応答が送信された

41

指定した入力ファイルが存在しない

42

ほかのコマンドまたはほかの要求が実行中

48

サーバが指定したファイルのファイルバージョンに対応していない
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使用例
jcsdbexport コマンドで出力したファイル（input.dat）を，JP1/IM - Manager の
監視オブジェクト DB に反映します。
jcsdbimport -o input.dat
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出力例
KAVB7660-I input.datファイルから監視ツリー定義のインポートに成功しました
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jcsdbsetup
機能
監視オブジェクト DB を格納する ISAM ファイルを新規作成します。このコマンドを実
行すると，既存の監視オブジェクト DB が削除され，新たに監視オブジェクト DB が作
成されます。
監視オブジェクト DB を作成する際は，JP1/IM - Manager を停止してから実行してくだ
さい。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcsdbsetup [-h 論理ホスト名]
[-f]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
-f
監視オブジェクト DB が存在する場合は必ず指定します（指定しない場合，エラーとな
ります）。監視オブジェクト DB が存在しない場合は省略できます。
このオプションを指定し，かつ，監視オブジェクト DB が存在する場合，確認メッセー
ジ「データベースが存在しますが，再作成してよろしいですか？ [Y/N]」が表示されま
す。「Y」を入力し，Enter を押すと，既存の監視オブジェクト DB 削除後，監視オブ

285

jcsdbsetup

ジェクト DB が再作成されます。監視オブジェクトが存在しない場合は，確認メッセー
ジの表示なしで監視オブジェクト DB が作成されます。

戻り値
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0

正常終了

1

論理ホスト名が不正

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

10

セットアップされていない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

20

DB がすでに存在する
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jcshostsexport

jcshostsexport
機能
ホスト情報 DB に登録されたホスト情報を採取するコマンドです。このコマンドを実行
すると，ホスト情報 DB からホスト情報を読み出し，ホスト情報ファイル名にホスト情
報を格納します（> ホスト情報ファイル名を指定しなかった場合，標準出力に出力しま
す）。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcshostsexport [-h 論理ホスト名] > ホスト情報ファイル名

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。
ホスト情報ファイル名
ホスト情報を格納するファイル名を指定します。

戻り値
0

正常終了

1

論理ホスト名が不正

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない
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10

セットアップされていない

11

ホスト情報 DB がない

12

メモリー不足

14

ホスト情報 DB が壊れている

15

メッセージの初期化失敗

16

ホスト情報 DB が使用中
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jcshostsimport
機能
ホスト情報 DB にホスト情報の登録，削除を行うコマンドです。JP1/IM - Manager 稼働
中の場合は，このコマンド実行後，jco_spmd_reload コマンドを実行することでホス
ト情報の内容が有効になります。JP1/IM - Manager 停止中の場合は，JP1/IM Manager を起動することで有効になります。
このコマンドは，統合スコープの機能が有効になっている場合に使用できます。

形式
jcshostsimport { { -o | -r } ホスト情報ファイル名 | -d}
[-h 論理ホスト名]

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者
コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1scope/bin/

引数
-r ホスト情報ファイル名
ホスト情報 DB に登録したいホスト情報を定義したファイル名を指定します。-r オプ
ションを指定した場合は，ホスト情報 DB に登録済みのホスト情報をすべて削除してか
らホスト情報を登録します。
ホスト情報ファイルの記述形式については「ホスト情報ファイル（jcs_hosts）」
（3.
定義ファイル）を参照してください。
-o ホスト情報ファイル名
ホスト情報 DB に登録したいホスト情報を定義したファイル名を指定します。-o オプ
ションを指定した場合は，ホスト情報 DB に登録済みのホスト情報を削除せずに，ホス
ト情報ファイルに記述したホスト情報を追加登録します（同一 IP アドレスが存在した場
合は上書きします）
。
ホスト情報ファイルの記述形式については「ホスト情報ファイル（jcs_hosts）」
（3.

289

jcshostsimport

定義ファイル）を参照してください。
-d
ホスト情報 DB に登録されたホスト情報をすべて削除する場合に指定します。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を省略した場合，環境変数 JP1_HOSTNAME に指定した論理ホスト名が仮定されます。環
境変数 JP1_HOSTNAME を指定していない場合，物理ホスト名が仮定されます。クラスタ
システムを使用していない場合には指定は不要です。

戻り値

290

0

正常終了

1

論理ホスト名が不正

2

引数エラー

3

ファイル名が不正

4

コマンドを実行する権限がない

5

指定したホスト情報ファイルの構文エラー

6

指定したホスト情報ファイルへのアクセス権がない

10

セットアップされていない

11

ホスト情報 DB がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

14

ホスト情報 DB が壊れている

15

メッセージの初期化失敗

16

ホスト情報 DB が使用中
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jim_log.bat（Windows 限定）

jim_log.bat（Windows 限定）
機能
JP1/IM - Manager または JP1/IM - View で障害が発生したときに資料を採取するための
ツールです。JP1/IM - Manager，JP1/IM - View，および JP1/Base の保守資料，OS の
システム情報，統合トレースログなどを採取します。
このツールは，バッチファイルです。ユーザーによるカスタマイズはできません。
このツールを実行すると，資料を採取する対象フォルダまたはファイルを一次資料およ
び二次資料に区分けし，指定した資料格納フォルダの直下に採取した資料が格納されま
す。
一次資料は，障害時の切り分けや，軽度の障害の調査を目的に採取する資料です。必要
最低限のログおよび設定ファイルを採取します。二次資料は，一次資料ではわからな
かった障害をさらに調査するための詳細資料です。Windows イベントログ，クラッシュ
ダンプ，JP1/Base のイベント DB などを採取します。
また，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）または JP1/IM - View のスレッ
ドダンプがある状態で jim_log.bat を実行すると，メッセージ KAVB8946-I を表示し
てスレッドダンプを削除するかどうかユーザーに問い合わせます。
「y」を入力した場合，
スレッドダンプを削除します。
必要に応じて採取した資料を圧縮ツールなどで圧縮してください。
なお，このツールを使って採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

24.3

トラブル発生時

に採取が必要な資料」を参照してください。
資料格納フォルダの直下に格納された資料のフォルダ構成および資料内容を次に示しま
す。
表 2-17

物理ホストの一次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

格納された資料

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥imm

• JP1/IM - Manager の資料格納フォ
ルダ
• JP1/IM - Manager のパッチ情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥imm¥conf

JP1/IM - Manager の設定および定義
ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥imm¥log

JP1/IM - Manager のログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥cons

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の資料格納フォルダ
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フォルダ名
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格納された資料

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥cons¥conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の設定および定義ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥cons¥default

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の共通定義情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥cons¥log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）のログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥scope

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の資料格納フォルダ

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥scope¥conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の設定および定義ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥scope¥default

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の共通定義情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥scope¥log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）のログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥coview

• JP1/IM - View の資料格納フォルダ
• JP1/IM - View のパッチ情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥conf

JP1/IM - View の設定および定義ファ
イル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥default

JP1/IM - View の共通定義情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥coview¥log

JP1/IM-View のログファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥base

• JP1/Base の資料格納フォルダ
• JP1/Base のパッチ情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥base¥conf

JP1/Base の設定および定義ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥base¥default

JP1/Base の共通定義情報

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥base¥log

JP1/Base のログファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥base¥plugin¥conf

JP1/Base のプラグインサービスの設
定ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_1st¥base¥sys¥tmp

JP1/Base のログおよびテンポラリ
ファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥oslog

OS のログ情報

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_1st¥spool

統合トレースログ
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表 2-18

物理ホストの二次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

格納された資料

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥cons

JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Console）の
資料格納フォルダ

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_2nd¥cons¥operation¥discrim

JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Console）の
インシデント登録履歴
ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_2nd¥cons¥operation¥evgen

JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Console）の
相関イベント発行履歴
ファイル

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥scope

JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Scope）の資
料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥scope¥database

JP1/IM - Manager（JP1/
IM - Central Scope）の
DB 情報

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥base

JP1/Base の資料格納フォ
ルダ

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_2nd¥base¥log¥COMMAND

JP1/Base のコマンド実行
履歴ファイル

資料格納フォルダ
¥jp1_default¥imm_2nd¥base¥sys¥event¥servers¥defau
lt

JP1/Base のイベント DB

資料格納フォルダ ¥jp1_default¥imm_2nd¥oslog

• Windows イベントログ
• クラッシュダンプ

表 2-19

論理ホストの一次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

格納された資料

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥cons

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥cons¥conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストの設定および定義
ファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥cons¥log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストのログファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥scope

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥scope¥conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストの設定および定義ファ
イル
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フォルダ名
資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥scope¥log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストのログファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥base

JP1/Base の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥base¥conf

JP1/Base の論理ホスト名の設定および定義
ファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥base¥event

JP1/Base の論理ホストのイベントサーバ設
定

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥base¥log

JP1/Base の論理ホストのログファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_1st¥oslog

OS のログ情報

表 2-20

論理ホストの二次資料の内部フォルダ構成
フォルダ名

格納された資料

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥cons

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥cons¥operation¥discrim

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストのインシデント登録
履歴ファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥cons¥operation¥evgen

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストの相関イベント発行
履歴ファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥scope

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥scope¥database

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストの DB 情報

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥base

JP1/Base の論理ホストの資料格納フォルダ

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥base¥log¥COMMAND

JP1/Base の論理ホストのコマンド実行履歴
ファイル

資料格納フォルダ ¥ 論理ホスト名
¥imm_2nd¥base¥event

JP1/Base の論理ホストのイベント DB

形式
jim_log.bat -f 資料格納フォルダ
[-h 論理ホスト名]
[-t]
[-u]
[-n]
[-p]
[-r]
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[-e]
[-g]
[-a]
[-s]
[-w]
[-q]
-a オプションは，BJEX と連携した場合に使用するオプションです。-a オプションの
詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

23.6.2 jim_log.bat（Windows 限定）」を参照してください。

実行権限
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場
合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

格納先ディレクトリ
Managerパス¥tools¥

引数
-f 資料格納フォルダ
採取した資料を出力するフォルダ名をフルパスまたはこのコマンドを実行した場所から
の相対パスで指定します。パスに空白を含む場合は，
「"」で囲んで指定します。このオ
プションは省略できません。
存在しないフォルダを指定した場合は，その名称でフォルダが新規作成されます。すで
に存在するフォルダを指定した場合は，いったんそのフォルダを削除してから，指定し
たフォルダが作成されます。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を指定した場合，物理ホストと論理ホストの両方の資料を採取します。このオプション
を省略した場合，物理ホストの資料だけ採取します。クラスタシステムを使用していな
い場合には指定は不要です。
なお，このコマンドでは環境変数 JP1_HOSTNAME の論理ホスト名は使用しません。この
ため，クラスタシステムで使用する場合には論理ホスト名を必ずこのオプションで指定
してください。
-t
hosts および services ファイルを採取しない場合に指定します。
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-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。Windows Server 2008 版の JP1/IM Manager ではこのオプションは使用できません。
-n
JP1/Base の保守資料を採取しない場合に指定します。
-p
JP1/Base のイベント DB を取得しない場合に指定します。
-r
JP1/Base のコマンド実行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
-e
インシデント登録履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
-g
相関イベント発行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
-s
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の保守資料を採取しない場合に指定しま
す。
-w
JP1/IM - View の保守資料を採取しない場合に指定します。
-q
ユーザー確認を省略してコマンドを実行する場合に指定します。

注意事項
• このツールによって採取できる資料の総容量は膨大になるため，このツールを実行す
る前に必要容量を見積もり，ご使用のマシンの空き容量を確認する必要があります。
詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガ
イド

24.4

資料の採取方法」を参照してください。

• このツールを複数同時に実行しないでください。資料が上書きされたり，採取できな
かったりする場合があります。
• 採取するファイルが見つからない場合，
「ファイルが見つかりません」などのメッセー
ジが表示されることがありますが，対処の必要はありません。

戻り値
0
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8

異常終了

使用例 1
D:¥temp フォルダに物理ホストの資料と論理ホスト hostA の資料を採取する場合
jim_log.bat -f D:¥temp -h hostA
出力結果は次のようになります。
KAVB8925-I The directory does not exists.
("D:¥temp¥jp1_default¥imm_1st")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists.
("D:¥temp¥jp1_default¥imm_2nd")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists. ("D:¥temp¥hostA¥imm_1st")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists. ("D:¥temp¥hostA¥imm_2nd")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" command will start.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Central Console will be
acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8921-I The logical host (hostA) information will be acquired.
KAVB8922-I The logical host (hostA) information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Central Console has been
acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Central Scope will be
acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8921-I The logical host (hostA) information will be acquired.
KAVB8922-I The logical host (hostA) information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Central Scope has been
acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/Base will be acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8921-I The logical host (hostA) information will be acquired.
KAVB8922-I The logical host (hostA) information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" execution is ended.
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(ERRORLEVEL=0)
KAVB8929-I The system information will be acquired. Please wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I The system information has been acquired.
KAVB8929-I "Watson log and crash dump" will be acquired. Please
wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" execution is ended.
(ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I "Watson log and crash dump" has been acquired.
KAVB8921-I Windows Eventlog(Application) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(Application) has been acquired.
KAVB8921-I Windows Eventlog(System) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(System) has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The integrated trace log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated trace log has been acquired.
KAVB8921-I The integrated installer log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated installer log has been acquired.
KAVB8921-I The installer log file will be acquired.
KAVB8922-I The installer log file has been acquired.
KAVB8921-I The hosts will be acquired.
KAVB8922-I The hosts has been acquired.
KAVB8921-I The services will be acquired.
KAVB8922-I The services has been acquired.
KAVB8921-I The registry information will be acquired.
KAVB8922-I The registry information has been acquired.
KAVB8921-I The netstat information will be acquired.
KAVB8922-I The netstat information has been acquired.
KAVB8921-I The ipconfig information will be acquired.
KAVB8922-I The ipconfig information has been acquired.
KAVB8921-I The net start information will be acquired.
KAVB8922-I The net start information has been acquired.
KAVB8921-I The set information will be acquired.
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KAVB8922-I The set information has been acquired.
KAVB8918-I The data was successfully acquired.

使用例 2
存在しない D:¥temp フォルダに物理ホストの資料を採取するが，存在する論理ホスト
hostA を指定しなかった場合
jim_log.bat -f D:¥temp
出力結果は次のようになります。
KAVB8925-I The directory does not exists. ("D:¥temp")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists.
("D:¥temp¥jp1_default¥imm_1st")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8925-I The directory does not exists.
("D:¥temp¥jp1_default¥imm_2nd")
The directory will be created.
続行するには何かキーを押してください . . .
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" command will start.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Central Console will be
acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Central Console has been
acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - Central Scope will be
acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - Central Scope has been
acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/Base will be acquired.
KAVB8921-I The physical host information will be acquired.
KAVB8922-I The physical host information has been acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The information for JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The information for JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetConfInfo.exe" execution is ended.
(ERRORLEVEL=0)
KAVB8929-I The system information will be acquired. Please wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetMsInfo.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I The system information has been acquired.
KAVB8929-I "Watson log and crash dump" will be acquired. Please
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wait.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetWtsnInfo.exe" execution is ended.
(ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I "Watson log and crash dump" has been acquired.
KAVB8921-I Windows Eventlog(Application) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(Application) has been acquired.
KAVB8921-I Windows Eventlog(System) will be acquired.
KAVB8927-I Execution of the "D:¥Program
Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe" command will start.
KAVB8928-I "D:¥Program Files¥Hitachi¥JP1IMM¥bin¥jimGetEvLog.exe"
execution is ended. (ERRORLEVEL=0)
KAVB8922-I Windows Eventlog(System) has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - Manager has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/IM - View will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/IM - View has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ini of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ini of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The setup.ilg of JP1/Base will be acquired.
KAVB8922-I The setup.ilg of JP1/Base has been acquired.
KAVB8921-I The integrated trace log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated trace log has been acquired.
KAVB8921-I The integrated installer log will be acquired.
KAVB8922-I The integrated installer log has been acquired.
KAVB8921-I The installer log file will be acquired.
KAVB8922-I The installer log file has been acquired.
KAVB8921-I The hosts will be acquired.
KAVB8922-I The hosts has been acquired.
KAVB8921-I The services will be acquired.
KAVB8922-I The services has been acquired.
KAVB8921-I The registry information will be acquired.
KAVB8922-I The registry information has been acquired.
KAVB8921-I The netstat information will be acquired.
KAVB8922-I The netstat information has been acquired.
KAVB8921-I The ipconfig information will be acquired.
KAVB8922-I The ipconfig information has been acquired.
KAVB8921-I The net start information will be acquired.
KAVB8922-I The net start information has been acquired.
KAVB8921-I The set information will be acquired.
KAVB8922-I The set information has been acquired.
KAVB8918-I The data was successfully acquired.
KAVB8934-I The following logical host(s) exist on this machine:
hostA
To acquire information about a logical host, execute "jim_log.bat
-f output-directory-name -h logical-hostname".
続行するには何かキーを押してください . . .

300

jim_log.sh（UNIX 限定）

jim_log.sh（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager で障害が発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/IM Manager および JP1/Base の保守資料，OS のシステム情報，統合トレースログなどを採
取します。
このツールは，シェルスクリプトです。ユーザーによるカスタマイズはできません。
このツールを実行すると，資料を採取する対象ディレクトリまたはファイルを一次資料
および二次資料に区分けし，指定した資料格納ディレクトリの直下で tar コマンドに
よってアーカイブしたあと，compress コマンドで圧縮したファイルを作成します。
一次資料は，障害時の切り分けや，軽度の障害の調査を目的に採取する資料です。必要
最低限のログおよび設定ファイルを採取します。二次資料は，一次資料ではわからな
かった障害をさらに調査するための詳細資料です。core 解析情報，JP1/Base のイベント
DB などを採取します。
また，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）のコアダンプやスレッドダンプ
がある状態で jim_log.sh コマンドを実行すると，メッセージ KAVB8941-I または
KAVB8942-I を表示してコアダンプまたはスレッドダンプを削除するかどうかユーザー
に問い合わせます。
「y」または「yes」を入力した場合，コアダンプまたはスレッドダン
プを削除します。
なお，このツールを使って採取できる資料の詳細については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

24.3

トラブル発生時

に採取が必要な資料」を参照してください。
採取した資料を圧縮したファイルを次に示します。
表 2-21

採取した資料を圧縮したファイル
ファイル名

内容

jp1_default_imm_1st.tar.Z

物理ホストの一次資料を格納します。

jp1_default_imm_2nd.tar.Z

物理ホストの二次資料を格納します。

論理ホスト名 _imm_1st.tar.Z ※

論理ホストの一次資料を格納します。

論理ホスト名 _imm_2nd.tar.Z ※

論理ホストの二次資料を格納します。

注※

-h オプションで論理ホストを指定した場合にだけ作成されます。

圧縮されたファイルは，資料格納ディレクトリに格納されます。圧縮された各ファイル
の内部ディレクトリ構成を次に示します。
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表 2-22

物理ホストの一次資料の内部ディレクトリ構成
ディレクトリ名・ファイル名

./etc/opt/jp1base

JP1/Base の自動起動および自動終了
スクリプト

./etc/opt/jp1base/conf

JP1/Base の設定および定義ファイル

./etc/opt/jp1base/default

JP1/Base の共通定義情報

./etc/opt/jp1cons

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）の自動起動および
自動終了スクリプト

./etc/opt/jp1cons/conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）の設定および定義
ファイル

./etc/opt/jp1cons/default

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）の共通定義情報

./etc/opt/jp1scope/conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Scope）の設定および定義
ファイル

./etc/opt/jp1scope/default

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Scope）の共通定義情報

./opt/jp1/hcclibcnf

共通定義情報

./opt/jp1base

JP1/Base のパッチ適用履歴および
パッチログ情報

./opt/jp1base/conf

JP1/Base のプラグインサービスの設
定ファイル

./opt/jp1imm

JP1/IM - Manager のパッチ適用履歴
およびパッチログ情報

./var/opt/jp1base/log

JP1/Base のログファイル

./var/opt/jp1base/sys/tmp

JP1/Base のログおよびテンポラリ
ファイル

./var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool

統合トレースログ

./var/opt/jp1cons/log

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Console）のログファイル

./var/opt/jp1imm/log/_jp1_default/oslog

OS のログ情報

./var/opt/jp1scope/log

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Scope）のログファイル

表 2-23

物理ホストの二次資料の内部ディレクトリ構成
ディレクトリ名・ファイル名

./var/opt/jp1base/log/COMMAND
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ディレクトリ名・ファイル名

格納された資料

./var/opt/jp1base/sys/event/servers/
default

JP1/Base のイベント DB

./var/opt/jp1cons/operation/discrim

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）のインシデント登録履歴ファイル

./var/opt/jp1cons/operation/evgen

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の相関イベント発行履歴ファイル

./var/opt/jp1imm/log/_jp1_default/
oslog

OS のログ情報

./var/opt/jp1imm/log/_jp1_default/
core

コアファイル

./var/opt/jp1scope/database

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scopee）の DB 情報

./tmp/.JP1_SES*
./usr/tmp/jp1_ses
./usr/lib/jp1_ses/log
./usr/lib/jp1_ses/sys
./usr/bin/jp1_ses/jp*
./var/opt/jp1_ses

JP1/SES 互換用ログ

表 2-24

論理ホストの一次資料の内部ディレクトリ構成
ディレクトリ名・ファイル名

格納された資料

./ 共有ディスク /jp1base/../event

JP1/Base の論理ホストのイベントサーバ設
定

./ 共有ディスク /jp1base/conf

JP1/Base の論理ホストの設定および定義
ファイル

./ 共有ディスク /jp1base/log

JP1/Base の論理ホストのログファイル

./ 共有ディスク /jp1cons/conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストの設定および定義
ファイル

./ 共有ディスク /jp1cons/log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の論理ホストのログファイル

./ 共有ディスク /jp1scope/conf

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストの設定および定義ファ
イル

./ 共有ディスク /jp1scope/log

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の論理ホストのログファイル

./var/opt/jp1imm/log/_ 論理ホスト名 /
oslog

OS のログ情報
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表 2-25

論理ホストの二次資料の内部ディレクトリ構成
ディレクトリ名・ファイル名

格納された資料

./ 共有ディスク /event

JP1/Base のイベント DB

./ 共有ディスク /jp1base/log/COMMAND

JP1/Base のコマンド実行履歴ファイル

./ 共有ディスク /jp1cons/operation/
discrim

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）のインシデント登録履歴ファイル

./ 共有ディスク /jp1cons/operation/
evgen

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の相関イベント発行履歴ファイル

./ 共有ディスク /jp1scope/database

JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Scope）の DB 情報

./var/opt/jp1imm/log/_ 論理ホスト名 /
oslog

OS のログ情報

./var/opt/jp1imm/log/_ 論理ホスト名 /
core

コアファイル

形式
jim_log.sh -f 資料格納ディレクトリ
[-h 論理ホスト名]
[-t]
[-u]
[-n]
[-p]
[-r]
[-e]
[-g]
[-a]
[-s]
[-q]
[ディレクトリ名またはファイル名...]
-a オプションは，BJEX と連携した場合に使用するオプションです。-a オプションの
詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

23.6.3 jim_log.sh（UNIX 限定）」を参照してください。

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1imm/tools/

引数
-f 資料格納ディレクトリ
採取した資料を出力するディレクトリ名またはデバイス名をフルパスまたはルートディ
レクトリからの相対パスで指定します。ディレクトリ名を指定した場合，その下に採取
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した各資料を格納したファイルが作成されます。パスに空白を含む場合は，
「"」で囲ん
で指定します。このオプションは省略できません。
存在しないディレクトリを指定した場合は，その名称でディレクトリが新規作成されま
す。すでに存在するディレクトリを指定した場合は，いったんそのディレクトリを削除
してから，指定したディレクトリが作成されます。
デバイス名を指定した場合，作成したファイルの数だけデバイスに対して書き込みが発
生します。また，テープなどのデバイスファイル名を指定した場合，採取した資料は圧
縮されずにデバイスに格納されます。
デバイス名を指定し，かつ -q オプションを指定した場合，ユーザー確認に対しては
「yes」を選択したものとして動作するので，あらかじめコマンドを実行する前にデバイ
スをセットしておく必要があります。
-h 論理ホスト名
クラスタシステムで運用している場合に，論理ホスト名を指定します。このオプション
を指定した場合，物理ホストと論理ホストの両方の資料を採取します。このオプション
を省略した場合，物理ホストの資料だけ採取します。クラスタシステムを使用していな
い場合には指定は不要です。
なお，このコマンドでは環境変数 JP1_HOSTNAME の論理ホスト名は使用しません。この
ため，クラスタシステムで使用する場合には論理ホスト名を必ずこのオプションで指定
してください。
-t
hosts，services，および passwd ファイルを採取しない場合に指定します。
-u
core 解析情報を採取しない場合に指定します。core 解析情報とは，core ダンプファイル
を Seraph ツールの car コマンドで解析して取得したファイルです。
-n
JP1/Base の保守資料を採取しない場合に指定します。
-p
JP1/Base のイベント DB を取得しない場合に指定します。
-r
JP1/Base のコマンド実行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
-e
インシデント登録履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
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-g
相関イベント発行履歴ファイルを採取しない場合に指定します。
-s
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の保守資料を採取しない場合に指定しま
す。
-q
ユーザー確認を省略してコマンドを実行する場合に指定します。
ディレクトリ名またはファイル名
資料採取ツールで任意のファイルまたはディレクトリを採取したいときに指定します。
フルパス名で指定してください。複数指定する場合は，スペースで区切ってください。
なお，このオプションは，指定したいほかのオプションをすべて指定したあとに指定し
てください。採取した資料は物理ホストの一次資料に格納されます。

注意事項
• このツールによって採取できる資料の総容量は膨大になるため，このツールを実行す
る前に必要容量を見積もり，ご使用のマシンの空き容量を確認する必要があります。
詳細は，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガ
イド

24.4

資料の採取方法」を参照してください。

• このツールを複数同時に実行しないでください。資料が上書きされたり，採取できな
かったりする場合があります。

戻り値
0

正常終了

8

異常終了

使用例 1
/tmp/jp1log に物理ホストの資料と論理ホスト hostA の資料を採取する場合
jim_log.sh -f /tmp/jp1log -h hostA
出力結果は次のようになります。
KAVB8925-I The directory does not exist. (/var/opt/jp1imm/log/
_jp1_default).
The directory will be created.
KAVB8925-I The directory does not exist. (/var/opt/jp1imm/log/
_hostA).
The directory will be created.
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8921-I The physical host's first material will be acquired.
KAVB8922-I The physical host's first material has been acquired.
KAVB8921-I The physical host's second material will be acquired.
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KAVB8922-I
KAVB8921-I
acquired.
KAVB8922-I
acquired.
KAVB8921-I
acquired.
KAVB8922-I
acquired.
KAVB8918-I

The physical host's second material has been acquired.
The logical host(hostA)'s first material will be
The logical host(hostA)'s first material has been
The logical host(hostA)'s second material will be
The logical host(hostA)'s second material has been
The data was successfully acquired.

使用例 2
存在しない /tmp/jp1log/ に物理ホストの資料を採取するが，存在する論理ホスト
hostA を指定しなかった場合
jim_log.sh -f /tmp/jp1log
出力結果は次のようになります。
KAVB8925-I The directory does not exist. (/tmp/jp1log).
The directory will be created.
KAVB8925-I The directory does not exist. (/var/opt/jp1imm/log/
_jp1_default).
The directory will be created.
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8921-I The physical host's first material will be acquired.
KAVB8922-I The physical host's first material has been acquired.
KAVB8921-I The physical host's second material will be acquired.
KAVB8922-I The physical host's second material has been acquired.
KAVB8918-I The data was successfully acquired.
KAVB8935-I The following logical host(s) exist on this machine:
hostA
To acquire information about a logical host, execute "jim_log.sh -f
output-directory-name -h logical-hostname".

使用例 3
jp1_default_imm_1st.tar.Z および jp1_default_imm_2nd.tar.Z ファイルが存
在する /tmp/jp1log/ に物理ホストの資料を採取するが，存在する論理ホスト hostA
を指定しなかった場合
jim_log.sh -f /tmp/jp1log
出力結果は次のようになります（すべて「y」と入力した場合）
。
KAVB8925-I The directory does not exist. (/var/opt/jp1imm/log/
_jp1_default).
The directory will be created.
KAVB8926-I Data acquisition processing will start.
KAVB8921-I The physical host's first material will be acquired.
KAVB8922-I The physical host's first material has been acquired.
KAVB8921-I The physical host's second material will be acquired.
KAVB8944-I (/tmp/jp1log/jp1_default_imm_2nd.tar.Z) already exists.
Do you want to overwrite it? [yes/no]y
KAVB8922-I The physical host's second material has been acquired.

307

jim_log.sh（UNIX 限定）

KAVB8918-I The data was successfully acquired.
KAVB8944-I (/tmp/jp1log/jp1_default_imm_1st.tar.Z) already exists.
Do you want to overwrite it? [yes/no]y
KAVB8935-I The following logical host(s) exist on this machine:
hostA
To acquire information about a logical host, execute "jim_log.sh -f
output-directory-name -h logical-hostname".
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jp1cc_setup（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の動作環境を設定します。
このコマンドは，JP1/IM - Manager と JP1/Base がインストールされているマシン上
で，JP1/Base をアンインストールしたあとで JP1/Base を再度インストールした場合だ
けに，実行する必要があります。Hitachi PP Installer による JP1/IM - Manager の新規
インストールまたは上書きインストールをした場合は，実行する必要はありません。

形式
jp1cc_setup

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1cons/bin/

戻り値
0

正常終了

1

異常終了
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jp1cc_setup_cluster（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の論理ホストの動作環境を設定します。
クラスタシステムでの環境設定に使います。
環境設定は，実行系，待機系の順に設定します。
実行系の環境設定では，論理ホスト名と共有ディレクトリ名の指定が必要です。コマン
ドを実行すると指定した共有ディレクトリに定義ファイルなどがコピーされるため，あ
らかじめ共有ディスクを使用できる状態にしておいてください。
待機系の環境設定では，論理ホスト名だけを指定します。実行系で設定した情報を基に
動作環境を設定します。
なお，待機系の環境設定をする前に，JP1/Base の jbsgetcnf コマンドと jbssetcnf
コマンドを使って，実行系で設定した共通定義情報を待機系にコピーする必要がありま
す。

形式
jp1cc_setup_cluster -h 論理ホスト名
[-d 共有ディレクトリ名]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
環境を設定する論理ホストのホスト名を指定します。指定できる文字数は，1 〜 63（単
位：バイト）です。
論理ホスト名は，hosts ファイルやネームサーバに設定し，TCP/IP 通信ができるよう
にしてください。DNS 運用の場合は，FQDN 形式でないホスト名を指定します。例え
ば，「jp1v6.soft.hitachi.co.jp」の場合は，「jp1v6」を指定します。
-d 共有ディレクトリ名
系切り替え時に引き継ぐ情報を格納する共有ディレクトリを指定します。共有ディスク
上のディレクトリを指定してください。指定できる文字数は，1 〜 165（単位：バイト）
です。
指定した共有ディレクトリには，以下のディレクトリを作成し，定義ファイルを /etc/
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opt/jp1cons/conf/ からコピーします。
表 2-26

jp1cc_setup_cluster コマンド実行で作成されるディレクトリ
格納するファイル種別

ディレクトリ

定義ファイル

共有ディレクトリ名 /jp1cons/conf/

ログファイル

共有ディレクトリ名 /jp1cons/log/

一時ファイル

共有ディレクトリ名 /jp1cons/tmp/

履歴ファイル※

共有ディレクトリ名 /jp1cons/operation/

注※ インシデント登録サービスおよび相関イベント発行サービスの処理が履歴として出力されます。

必要に応じて，定義ファイルを変更してください。

注意事項
• 論理ホストの設定は，各ノード単位で実施してください。
• 実行系の環境設定をする場合は，あらかじめ共有ディスクを使用できる状態にしてか
ら，jp1cc_setup_cluster コマンドを実行してください。
• このコマンドを実行すると，TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法が IP アドレ
ス指定方式に変更されます。変更されるのは，作成する論理ホストおよび物理ホスト
の設定です。
TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法の詳細については，使用する OS のマニュ
アルを参照してください。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了

使用例
次の条件で設定する例を説明します。
論理ホスト名：lnode0
共有ディスク：/shdsk/lnode0
• 実行系サーバで論理ホスト環境を設定する
jp1cc_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0
• 待機系サーバで論理ホスト環境を設定する
jp1cc_setup_cluster -h lnode0
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jp1cohasetup（Windows 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の論理ホストの動作環境を設定する
［Console クラスタ構成の設定］ダイアログボックスを表示するコマンドです。クラスタ
システムでの JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の環境設定で使用します。

形式
jp1cohasetup

実行権限
Administrators 権限

格納先ディレクトリ
Consoleパス¥bin¥

注意事項
• このコマンドは，クラスタシステムでの JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）の環境設定で使用します。JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の
環境設定をする場合は，jp1cshasetup コマンドを使用してください。
• 論理ホストの設定は，各ノード単位で実施してください。
• 事前に JP1/Base の論理ホストの設定をしておく必要があります。JP1/Base の設定作
業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。
• このコマンドを実行すると，TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法が IP アドレ
ス指定方式に変更されます。変更されるのは，作成する論理ホストおよび物理ホスト
の設定です。
TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法の詳細については，使用する OS のマニュ
アルを参照してください。
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jp1cohaverup
機能
08-10 以前の JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console で設定した論理ホスト
環境をバージョンアップします。08-10 以前の JP1/IM - Manager または JP1/IM Central Console からバージョンアップした場合に実行してください。

形式
jp1cohaverup -h 論理ホスト名

実行権限
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥bin¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/bin/

引数
-h 論理ホスト名
バージョンアップする論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合は，
エラーとなります。

注意事項
• このコマンドを実行する前に，必ず JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM
- Manager を停止していないときにこのコマンドを実行した場合は，エラーとなりま
す。
• このコマンドは実行系ホストでだけ実行します。コマンドの実行時は共有ディスクを
マウントした状態で実行してください。なお，待機系ホストでは実行しないでくださ
い。
• このコマンドを実行したあと，必ず実行系ホストの共通定義情報を退避してください。
その後，退避した共通定義情報ファイルを待機系ホストにコピーし，jbssetcnf コ
マンドで設定してください。
• 同一バージョンに対する修正版を上書きインストールした場合は，このコマンドを実
行する必要はありません。
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戻り値
0

正常終了

1

異常終了

使用例
論理ホスト host01 をバージョンアップします。
jp1cohaverup -h host01

出力例
jp1cohaverup -h host01
KAVB9101-I The upgrading of the logical host environment will now
start.
KAVB9102-I The upgrading of the logical host environment has
finished.
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jp1cs_setup（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の動作環境を設定します。
このコマンドは，JP1/IM - Manager および JP1/Base がインストールされているマシン
上で，JP1/Base をアンインストールしたあとで JP1/Base を再度インストールした場合
だけに，実行する必要があります。Hitachi PP Installer による JP1/IM - Manager の新
規インストールまたは上書きインストールをした場合は，実行する必要はありません。
このコマンドを使用する場合，JP1/IM - Manager を停止してください。

形式
jp1cs_setup

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1scope/bin/

戻り値
0

正常終了

1

異常終了
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jp1cs_setup_cluster（UNIX 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の論理ホストの動作環境を設定します。
クラスタでの環境設定に使います。
環境設定は，実行系，待機系の順に設定します。
実行系の環境設定では，論理ホスト名と共有ディレクトリ名の指定が必要です。コマン
ドを実行すると指定した共有ディレクトリに定義ファイルなどがコピーされるため，あ
らかじめ共有ディスクを使用できる状態にしておいてください。
待機系の環境設定では，論理ホスト名だけを指定します。実行系で設定した情報を基に
動作環境を設定します。
なお，待機系の環境設定をする前に，JP1/Base の jbsgetcnf コマンドと jbssetcnf
コマンドを使って，実行系で設定した共通定義情報を待機系にコピーする必要がありま
す。
このコマンドを使用する場合，JP1/IM - Manager を停止してください。

形式
jp1cs_setup_cluster -h 論理ホスト名
[-d 共有ディレクトリ名]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1scope/bin/

引数
-h 論理ホスト名
環境を設定する論理ホストのホスト名を指定します。指定できる文字数は，1 〜 63（単
位：バイト）です。
論理ホスト名は，hosts ファイルやネームサーバに設定し，TCP/IP 通信ができるよう
にしてください。DNS 運用の場合は，FQDN 形式でないホスト名を指定します。例え
ば，「jp1v6.soft.hitachi.co.jp」の場合は，「jp1v6」を指定します。
-d 共有ディレクトリ名
系切り替え時に引き継ぐ情報を格納する共有ディレクトリを指定します。共有ディスク
上のディレクトリを指定してください。指定できる文字数は，1 〜 165（単位：バイト）
です。
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指定した共有ディレクトリには，以下のディレクトリを作成し，定義ファイルを /etc/
opt/jp1scope/conf/ からコピーします。
表 2-27

jp1cs_setup_cluster コマンド実行で作成されるディレクトリ

格納するファイル種別

ディレクトリ

定義ファイル

共有ディレクトリ名 /jp1scope/conf/

ログファイル

共有ディレクトリ名 /jp1scope/log/

一時ファイル

共有ディレクトリ名 /jp1scope/tmp/

DB 情報

共有ディレクトリ名 /jp1scope/database/

必要に応じて，定義ファイルを変更してください。

注意事項
• 論理ホストの設定は，各ノード単位で実施してください。
• 実行系の環境設定をする場合は，あらかじめ共有ディスクを使用できる状態にしてか
ら，jp1cs_setup_cluster コマンドを実行してください。
• このコマンドを実行すると，TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法が IP アドレ
ス指定方式に変更されます。変更されるのは，作成する論理ホストおよび物理ホスト
の設定です。
TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法の詳細については，使用する OS のマニュ
アルを参照してください。

戻り値
0

正常終了

1

異常終了

使用例
次の条件で設定する例を説明します。
論理ホスト名：lnode0
共有ディスク：/shdsk/lnode0
• 実行系サーバで論理ホスト環境を設定する
jp1cs_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0
• 待機系サーバで論理ホスト環境を設定する
jp1cs_setup_cluster -h lnode0
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jp1cshasetup（Windows 限定）
機能
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の論理ホストの動作環境を設定する
［Central Scope クラスタ構成の設定］ダイアログボックスを表示するコマンドです。ク
ラスタシステムでの JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）の環境設定で使用し
ます。

形式
jp1cshasetup

実行権限
Administrators 権限

格納先ディレクトリ
Scopeパス¥bin¥

注意事項
• このコマンドは，クラスタシステムでの JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）
の環境設定で使用します。JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の環境設
定をする場合は，jp1cohasetup コマンドを使用してください。
• 論理ホストの設定は，各ノード単位で実施してください。
• 事前に JP1/Base の論理ホストの設定をしておく必要があります。JP1/Base の設定作
業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のクラスタシステムで運用する場
合の設定の章を参照してください。
また，事前に JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）の論理ホストの設定を
しておく必要があります。
• このコマンドを実行すると，TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法が IP アドレ
ス指定方式に変更されます。変更されるのは，作成する論理ホストおよび物理ホスト
の設定です。
TCP/IP 通信で使うソケットのバインド方法の詳細については，使用する OS のマニュ
アルを参照してください。
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jp1cshaverup（UNIX 限定）
機能
08-01 以前の JP1/IM - Central Scope で設定した論理ホスト環境をバージョンアップし
ます。08-01 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合に実行して
ください。
インストールした新しいバージョンの JP1/IM - Central Scope の機能を使用したい場合
には必ず実行してください。ただし，08-01 以前の機能範囲で使用したい場合には，実行
しないでください。

形式
jp1cshaverup -h 論理ホスト名
[-w 作業ディレクトリ]

実行権限
Administrators 権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1scope/bin/
注

このコマンドは，Linux 版 JP1/IM - Manager には同梱されていません。

引数
-h 論理ホスト名
バージョンアップする論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合は，
エラーとなります。
-w 作業ディレクトリ
JP1/IM - Central Scope の論理ホスト環境をバージョンアップするための作業ディレク
トリをフルパスで指定します。
このオプションを省略した場合は，/opt/jp1scope/tmp/ を仮定します。

注意事項
• このコマンドを実行する前に，必ず JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM
- Manager を停止していない場合にこのコマンドを実行したときは，エラーとなりま
す。
• jp1cshaverup コマンドを実行すると，インストールした新しいバージョンの JP1/
IM - Central Scope として動作します。08-01 以前の JP1/IM - View の［監視ツリー (
編集中 )］画面からはログインできなくなります。
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jp1cshaverup（UNIX 限定）

戻り値
0

正常終了

1

指定した論理ホスト名が存在しない

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

31

DB 初期化エラー

32

データアクセスエラー

42

サービスが起動中

45

新しいバージョンの DB に対してコマンドを実行しようとした

99

その他のエラー

使用例
作業ディレクトリ /temp/ で，08-01 の JP1/IM - Central Scope の論理ホスト環境
logicalhost をバージョンアップします。
jp1cshaverup -h logicalhost -w /temp

出力例
クラスタ環境のバージョンアップ処理を開始します
KAVB7750-I データベースのバージョンアップは完了しました
KAVB7624-I jcsdbconvertコマンドの実行が正常終了しました
バージョンアップに成功しました
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jp1cshaverup.bat（Windows 限定）
機能
08-01 以前の JP1/IM - Central Scope で設定した論理ホスト環境をバージョンアップし
ます。08-01 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合に実行して
ください。
インストールした新しいバージョンの JP1/IM - Central Scope の機能を使用したい場合
には必ず実行してください。ただし，08-01 以前の機能範囲で使用したい場合には，実行
しないでください。

形式
jp1cshaverup.bat -h 論理ホスト名
[-w 作業ディレクトリ]

実行権限
Administrators 権限

格納先ディレクトリ
Scopeパス¥bin¥

引数
-h 論理ホスト名
バージョンアップする論理ホスト名を指定します。このオプションを省略した場合は，
エラーとなります。
-w 作業ディレクトリ
JP1/IM - Central Scope の論理ホスト環境をバージョンアップするための作業フォルダ
をフルパスで指定します。パスに空白を含む場合は，
「"」で囲んで指定します。
このオプションを省略した場合は，Scope パス ¥tmp¥ を仮定します。

注意事項
• このコマンドを実行する前に，必ず JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM
- Manager を停止していない場合にこのコマンドを実行したときは，エラーとなりま
す。
• jp1cshaverup.bat コマンドを実行すると，インストールした新しいバージョンの
JP1/IM - Central Scope として動作します。08-01 以前の JP1/IM - View の［監視ツ
リー ( 編集中 )］画面からはログインできなくなります。
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jp1cshaverup.bat（Windows 限定）

戻り値
0

正常終了

1

指定した論理ホスト名が存在しない

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

31

DB 初期化エラー

32

データアクセスエラー

42

サービスが起動中

45

新しいバージョンの DB に対してコマンドを実行しようとした

99

その他のエラー

使用例
作業フォルダ C:¥temp¥ で，08-01 の JP1/IM - Central Scope の論理ホスト環境
logicalhost をバージョンアップします。
jp1cshaverup -h logicalhost -w C:¥temp

出力例
クラスタ環境のバージョンアップ処理を開始します
KAVB7750-I データベースのバージョンアップは完了しました
KAVB7624-I jcsdbconvertコマンドの実行が正常終了しました
バージョンアップに成功しました
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jp1csverup（UNIX 限定）

jp1csverup（UNIX 限定）
機能
08-01 以前の JP1/IM - Central Scope で設定した物理ホストの環境をバージョンアップ
します。08-01 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合に実行し
てください。
インストールした新しいバージョンの JP1/IM - Central Scope の機能を使用したい場合
には必ず実行してください。ただし，08-01 以前の機能範囲で使用したい場合には，実行
しないでください。

形式
jp1csverup [-w 作業ディレクトリ]

実行権限
スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ
/opt/jp1scope/bin/
注

このコマンドは，Linux 版 JP1/IM - Manager には同梱されていません。

引数
-w 作業ディレクトリ
JP1/IM - Central Scope の物理ホストの環境をバージョンアップするための作業ディレ
クトリをフルパスで指定します。
このオプションを省略した場合は，/opt/jp1scope/tmp/ を仮定します。

注意事項
• このコマンドを実行する前に，必ず JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM
- Manager を停止していない場合にこのコマンドを実行したときは，エラーとなりま
す。
• このコマンドを実行する前にディスクの空き容量を確認してください。このコマンド
を実行するには，監視オブジェクト DB 分の空き容量が必要です。監視オブジェクト
DB は，次に示すフォルダ内のすべてのデータです。
/var/opt/jp1scope/database/jcsdb/
• jp1csverup コマンドを実行すると，インストールした新しいバージョンの JP1/IM Central Scope として動作します。08-01 以前の JP1/IM - View の［監視ツリー ( 編集
中 )］画面からはログインできなくなります。
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jp1csverup（UNIX 限定）

戻り値
0

正常終了

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

31

DB 初期化エラー

32

データアクセスエラー

42

サービスが起動中

45

新しいバージョンの DB に対してコマンドを実行しようとした

99

その他のエラー

使用例
作業ディレクトリ /temp/ で，08-01 の JP1/IM - Central Scope の物理ホスト環境を
バージョンアップします。
jp1csverup -w /temp

出力例
バージョンアップ処理を開始します
KAVB7750-I データベースのバージョンアップは完了しました
KAVB7624-I jcsdbconvertコマンドの実行が正常終了しました
バージョンアップに成功しました
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jp1csverup.bat（Windows 限定）

jp1csverup.bat（Windows 限定）
機能
08-01 以前の JP1/IM - Central Scope で設定した物理ホストの環境をバージョンアップ
します。08-01 以前の JP1/IM - Central Scope からバージョンアップした場合に実行し
てください。
インストールした新しいバージョンの JP1/IM - Central Scope の機能を使用したい場合
には必ず実行してください。ただし，08-01 以前の機能範囲で使用したい場合には，実行
しないでください。

形式
jp1csverup.bat [-w 作業ディレクトリ]

実行権限
Administrators 権限

格納先ディレクトリ
Scopeパス¥bin¥

引数
-w 作業ディレクトリ
JP1/IM - Central Scope の物理ホストの環境をバージョンアップするための作業フォル
ダをフルパスで指定します。パスに空白を含む場合は，
「"」で囲んで指定します。
このオプションを省略した場合は，Scope パス ¥tmp¥ を仮定します。

注意事項
• このコマンドを実行する前に，必ず JP1/IM - Manager を停止してください。JP1/IM
- Manager を停止していない場合にこのコマンドを実行したときは，エラーとなりま
す。
• このコマンドを実行する前にディスクの空き容量を確認してください。このコマンド
を実行するには，監視オブジェクト DB 分の空き容量が必要です。監視オブジェクト
DB は，次に示すフォルダ内のすべてのデータです。
Scope パス ¥database¥jcsdb¥
• jp1csverup.bat コマンドを実行すると，インストールした新しいバージョンの
JP1/IM - Central Scope として動作します。08-01 以前の JP1/IM - View の［監視ツ
リー ( 編集中 )］画面からはログインできなくなります。

戻り値
0

正常終了
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jp1csverup.bat（Windows 限定）

2

引数エラー

4

コマンドを実行する権限がない

12

メモリー不足

13

ディスク容量不足

31

DB 初期化エラー

32

データアクセスエラー

42

サービスが起動中

45

新しいバージョンの DB に対してコマンドを実行しようとした

99

その他のエラー

使用例
作業フォルダ C:¥temp で，08-01 の JP1/IM - Central Scope の物理ホスト環境をバー
ジョンアップします。
jp1csverup -w C:¥temp

出力例
バージョンアップ処理を開始します
KAVB7750-I データベースのバージョンアップは完了しました
KAVB7624-I jcsdbconvertコマンドの実行が正常終了しました
バージョンアップに成功しました
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3

定義ファイル
この章では，JP1/Integrated Management の定義ファイルの
形式および文法について説明します。

定義ファイル一覧
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定義ファイル一覧
JP1/Integrated Management の定義ファイルの一覧を次に示します。
表 3-1 定義ファイル一覧
製品名

定義ファイル名

JP1/Base

JP1/IM Manager

構成定義ファイル
（jbs_route.conf）

JP1/IM Central
Console

JP1/IM で管理するシステムの階
層構造を定義するファイルです。

環境変数ファイル

JP1/IM の管理対象ホストでコマ
ンドを実行するときの環境変数を
定義するファイルです。

ホストグループ定義ファイル

JP1/IM の管理対象ホストのグ
ループを定義するファイルです。

自動アクション環境定義ファイル
（action.conf.update）

自動アクションの実行環境を定義
するファイルです。

自動アクション定義ファイル
（actdef.conf）

自動アクションのアクションを実
行する条件と，アクションとして
実行するコマンドについて定義す
るファイルです。

自動アクション通知定義ファイル
（actnotice.conf）

自動アクションの状態通知機能を
有効にするかどうかを定義する
ファイルです。

拡張起動プロセス定義ファイル
（jp1co_service_0700.conf）

JP1/IM - Manager を構成する機能
のプロセス情報を定義するファイ
ルです。

IM パラメーター定義ファイル
（jp1co_param_V7.conf）

JP1/IM - Manager のプロセスの異
常，また，異常終了からの自動復
旧時に JP1 イベントを発行するか
どうかを定義するファイルです。

システムプロファイル（.system）
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説明

イベントコンソールの基本動作に
関する環境情報を定義するファイ
ルです。

ユーザープロファイル
（defaultUser | profile_ ユー
ザー名）

イベントコンソールの画面表示に
関する環境情報を定義するファイ
ルです。

通信環境定義ファイル
（console.conf.update）

JP1/IM - Manager とビューアーホ
スト，jcochstat コマンドとの
通信処理（タイムアウト時間）を
定義するファイルです。

ヘルスチェック定義ファイル
（jcohc.conf）

ヘルスチェック機能を有効にする
かどうかを定義するファイルです。

WWW ページ版動作定義ファイル
（console_ja.html）

WWW ページ版の JP1/IM - View
の動作を定義するファイルです。

定義ファイル一覧

製品名

定義ファイル名

JP1/IM Central
Scope

説明

イベントガイド情報ファイル
（jco_guide.txt）

システムで発生した問題となる
JP1 イベントに対して，JP1 イベ
ント単位でイベントガイド情報を
定義するファイルです。

対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf）

対処状況を変更したときに JP1 イ
ベントを発行するかどうかを定義
するファイルです。

相関イベント発行システムプロファ
イル（egs_system.conf）

相関イベント発行サービスの起動
時および停止時の動作を定義する
ファイルです。

相関イベント発行定義ファイル

相関イベントの発行処理の対象と
する JP1 イベントの条件と条件成
立時に発行する相関イベントを定
義するファイルです。

相関イベント発行環境定義ファイル

相関イベント発行履歴ファイルの
サイズおよび面数を定義するファ
イルです。

インシデント登録用システムプロ
ファイル（eds_system.conf）

JP1/IM - Incident Master 連携用
の定義ファイルです。インシデン
ト登録サービスの基本動作を定義
するファイルです。

インシデント手動登録定義ファイル
（incident.conf）

JP1/IM - Incident Master 連携用
の定義ファイルです。JP1/IM View の連携先 JP1/IM - Incident
Master を定義するファイルです。

インシデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf.update）

JP1/IM - Incident Master 連携用
の定義ファイルです。次に示す内
容を定義するファイルです。
• インシデント登録履歴ファイル
のサイズ，面数
• JP1/IM - Incident Master の
ポート番号（JP1/IM - Incident
Master 側の設定に合わせて定
義します）

ホスト情報ファイル（jcs_hosts）

JP1/IM - Manager（JP1/IM Central Scope）が管理するホスト
情報を定義するファイルです。

ガイド情報ファイル

監視オブジェクトの状態変更の契
機となった JP1 イベントに関する
ガイド情報を定義するファイルで
す。

（jcs_guide_xxx.txt）※ 1

状態変更イベント件数の上限監視設
定ファイル
（evhist_warn_event_xxx.conf）
※2

監視オブジェクトの状態変更イベ
ントの件数が上限を超えた場合に，
JP1 イベントを発行するかどうか
を定義するファイルです。
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定義ファイル一覧

製品名

定義ファイル名
対処済み連動設定ファイル
（action_complete_xxx.conf）※

説明
対処済み連動機能を有効にするか
どうかを定義するファイルです。

2

状態変更イベント自動削除設定ファ
イル

JP1 イベントの対処状況を「対処
済」にしたときに，状態変更イベ
ントを自動削除する機能を有効に
するかどうかを定義するファイル
です。

監視オブジェクト初期化設定ファイ
ル

特定の JP1 イベントを受信したと
きに，監視オブジェクトを初期化
する機能を有効にするかどうかを
定義するファイルです。

監視オブジェクト DB の自動バック
アップ・リカバリー設定ファイル
（auto_dbbackup_xxx.conf）※ 2

監視ツリー更新中の，OS の
シャットダウンやクラスタシステ
ムの系切り替え発生による，監視
オブジェクト DB の破損を防ぐた
めの機能を有効にするかどうかを
定義するファイルです。

CM ホスト定義ファイル
（jcs_atc_cm_host.conf）

JP1/IM - Central Information
Master 連携用の定義ファイルで
す。
監視ツリー（システム構成ツリー）
を自動生成するための定義情報を
収集する JP1/IM - Central
Information Master ホストを定義
するファイルです。

状態変更条件メモリー常駐機能の設
定ファイル
JP1/IM View
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状態変更条件メモリー常駐機能を
有効にするかどうかを設定する
ファイルです。

通信環境定義ファイル
（view.conf.update）

JP1/IM - View と JP1/IM Manager（JP1/IM - Central
Console）間の通信でのタイムア
ウト時間を定義するファイルです。

通信環境定義ファイル
（tree_view.conf.update）

JP1/IM - View と JP1/IM Manager（JP1/IM - Central
Scope）間の通信でのタイムアウ
ト時間を定義するファイルです。

IM-View 設定ファイル
（tuning.conf）

ログイン画面での接続先ホスト入
力履歴数，イベントコンソール画
面表示時の動作など JP1/IM View の動作を定義するファイルで
す。

WWW ページ呼び出し定義ファイル
（hitachi_jp1_ 製品名 .html）

統合機能メニューから他製品の
WWW ページを呼び出すときに使
用するファイルです。

起動プログラム定義ファイル
（!JP1_CS_APP0.conf）

監視ツリー画面のツールバーに追
加するプログラムの起動パスを定
義するファイルです。

定義ファイル一覧

製品名

定義ファイル名
ツールバー定義ファイル
（!JP1_CS_FTOOL0.conf）

監視ツリー画面のツールバーに追
加するプログラムの並び順を定義
するファイルです。

アイコン動作定義ファイル
（!JP1_CS_FTREE0.conf）

監視ツリー画面のツールバーに追
加するアイコンの動作を定義する
ファイルです。

ツリー構成ファイル

注※ 1

説明

監視ツリー画面に表示される監視
ツリーのツリー構成を定義した
ファイルです。

JP1/IM - Manager の UNIX 版で使用するガイド情報ファイルは，JP1/IM - Manager が動

作する言語コードによって異なります。ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）の xxx 部分
については，以降のガイド情報ファイルの詳細で説明します。
注※ 2

状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル，対処済み連動設定ファイル，および監視オ

ブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定ファイルはそれぞれ二つあります。xxx 部分に
は，on，off のどちらかが入ります。
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構成定義ファイル（jbs_route.conf）
形式
[マネージャーホスト１]
管理対象ホスト
管理対象ホスト
：
[マネージャーホスト２]
管理対象ホスト
：

ファイル
jbs_route.conf（構成定義ファイル）
jbs_route.conf.model（構成定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Baseパス¥conf¥route¥
共有フォルダ¥jp1base¥conf¥route¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1base/conf/route/
共有ディレクトリ/jp1base/conf/route/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM で管理するシステムの階層構造を定義するファイルです。
JP1/IM は，システムを管理するマネージャーホストと，管理対象であるエージェントホ
ストによって，階層構造のシステム構成により運用します。また，マネージャーホスト
は階層化することができます。これによって，さまざまな規模のシステムを管理します。
システム階層構造は，JP1/IM の基盤機能を提供する前提製品 JP1/Base により管理され
ています。
このファイルで定義した階層構造の情報をもとにして，次のように JP1/IM の機能が動
作します。
• JP1 イベント転送
重要な JP1 イベントは，構成定義情報で定義した，下位のホストから上位のホストへ
転送されます（デフォルトの設定の場合）
。
• 自動アクション，コマンド実行
構成定義情報で指定したホストに対して，自動アクションやコマンド実行によるコマ
ンド実行指示を要求できます。
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定義の反映時期
構成定義情報の内容は，次のコマンドを実行して定義が反映されてから有効になります。
• jbsrt_distrib（定義情報の配布）
• jbsrt_sync（最上位マネージャーホストでの定義情報の同期）
• jbsrt_del（定義情報の削除）

記述内容
[ マネージャーホスト ]
マネージャーホストのホスト名を指定します。
ホスト名は，1 〜 255 バイトの，半角英数字および記号（"-"," ."）で指定しま
す。
システム構成を分割定義する場合は，ほかの構成定義ファイルと重複するホスト名
の前に「*」を付けます。
マネージャーホストは，JP1/IM - Manager がインストールされているホストです。
管理対象ホスト
マネージャーによって管理される管理対象ホストのホスト名を指定します。
ホスト名は，1 〜 255 バイトの，半角英数字および記号（"-"," ."）で指定しま
す。
システム構成を分割定義する場合は，ほかの構成定義ファイルと重複するホスト名
の前に「*」を付けます。
管理対象ホストには，JP1/Base がインストールされている必要があります。管理対
象ホストは，複数のマネージャーを持つことはできません。

注意事項
• ファイルの最終行には，改行を入れてください。
• ホスト名には，hosts ファイルや DNS に登録してあるホスト名，または jp1hosts に
定義しているホスト名を指定してください。
• ホスト名として，誤って使用不可文字の「*」を記述した場合，jbsrt_distrib コ
マンドが構成定義を削除する時に「*」が付いたホスト以下の構成定義情報が削除さ
れません。
• ホストをエイリアス名で定義する場合，定義ファイルに複数のエイリアス名を記述し
ないでください。同一ホストの複数のエイリアス名を記述した場合は，それぞれ別ホ
ストとして扱われます。
• コマンド実行，自動アクション機能を使用する場合，管理対象ホストにはコマンド実
行，自動アクション機能で指定するホスト名を指定してください。また，指定するホ
ストが物理ホストの場合，hostname コマンドで返されるホスト名，または，そのホ
スト名に対するエイリアス名を指定してください。ただし，Windows のホストは，エ
イリアス名で記述しないでください（エイリアス名の使用に関する制限はマネー
ジャーホストの場合も同じです）。
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定義例
以下の表の構成で JP1/IM のシステムを組む場合の構成定義ファイルの定義例を一括定
義する場合と分割定義する場合に分けて示します。
表 3-2 JP1/IM のシステム構成（例）
統合マネージャー
jp1sv1

拠点マネージャー

エージェント

jp1sv2

jp1ag1，jp1ag2

jp1sv3

jp1ag3，jp1ag4，jp1ag5

一括定義する場合
一括定義する場合，統合マネージャーで以下のように構成定義ファイルを編集しま
す（拠点マネージャー，エージェントでの編集は不要です）
。
統合マネージャー（jp1sv1）の構成定義ファイル
[jp1sv1]
jp1sv2
jp1sv3
[jp1sv2]
jp1ag1
jp1ag2
[jp1sv3]
jp1ag3
jp1ag4
jp1ag5
分割定義する場合
分割定義する場合，統合マネージャー，各拠点マネージャーで以下のように構成定
義ファイルを編集します（エージェントでの編集は不要です）
。
統合マネージャー（jp1sv1）の構成定義ファイル
[jp1sv1]
*jp1sv2
*jp1sv3
拠点マネージャー（jp1sv2）の構成定義ファイル
[*jp1sv2]
jp1ag1
jp1ag2
拠点マネージャー（jp1sv3）の構成定義ファイル
[*jp1sv3]
jp1ag3
jp1ag4
jp1ag5
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環境変数ファイル
形式
環境変数名1=変数値1
[環境変数名2=変数値2]
：
：

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
コマンドを実行するホストの任意のフォルダ
UNIX の場合
コマンドを実行するホストの任意のディレクトリ

説明
JP1/IM の管理対象ホストでコマンドを実行するときの環境変数を定義するファイルで
す。
自動アクションや JP1/IM - View での操作によって，JP1/IM の管理対象ホストでコマン
ドを実行するときには，そのコマンドの実行環境として環境変数を指定することができ
ます。環境変数は，ここで説明している形式で記述された環境変数ファイルにより指定
することができます。
環境変数ファイルのファイル名は任意です。複数の環境変数ファイルを用意することに
より，実行するコマンドごとに任意の環境変数を指定することができます。

定義の反映時期
環境変数ファイルは，コマンド実行を開始するときに参照されます。

記述内容
環境変数名
環境変数の名称を指定します。
改行文字を含む環境変数は指定できません。
指定する環境変数がシステム環境変数の場合は，環境変数名を「<-」と「->」で囲
み，「<-variable->」のように指定してください。
変数値
環境変数の値を指定します。
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注意事項
• 各行の最後には，必ず改行を入れてください。
• 環境変数ファイルを指定しない場合は，Windows の場合システムの環境変数でコマン
ドが実行されます。
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ホストグループ定義ファイル
形式
ホストグループ名
{
ホスト名1
ホスト名2
：
：
}

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
JP1/IM の管理対象ホストのグループを定義するファイルです。
JP1/IM では，自動アクションや JP1/IM - View の操作によりコマンドを実行するとき，
実行先のホストをグループ化して，各ホストで同じコマンドを一括して実行することが
できます。

定義の反映時期
jcocmddef コマンドを実行して設定した後に有効になります。
クラスタ構成で論理ホストの設定をする場合は，実行系と待機系の両方で設定してくだ
さい。

記述内容
ホストグループ名
ホストグループを識別する名称を指定します。
ホストグループ名は，32 文字以内の半角英数字で指定します。空白および全角文字
は使用できません。
コマンドを実行するときにホストグループを対象とするときは，この名称を指定し
ます。例えば，自動アクション定義ファイルの「d= 実行先ホスト名・グループ名」
の定義項目や，JP1/IM - View の［コマンド実行］画面の［実行ホスト名］などに指
定します。
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ホスト名
グループを構成するホストの名称を指定します。
ホスト名は，255 文字以内の半角英数字で指定します。空白および全角文字は使用
できません。
なお，ここで指定できるのは，構成定義ファイルで定義した管理対象ホストだけで
す。

ホストグループの削除
ホストグループを削除したいときは，ホストグループ定義ファイルに削除したいホスト
グループ名の空の定義を作成して，jcocmddef コマンドを実行してください。

ホストグループの編集
既存のホストグループの定義内容を変更したい場合は，同じホストグループ名でホスト
グループ定義ファイルを作り直し，jcocmddef コマンドを実行してください。
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自動アクション環境定義ファイル
（action.conf.update）
形式
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥ACTION]
"ACTIONINFSIZE"=dword:16進数値
"EVENTALIVEPERIOD"=dword:16進数値
"ACTIONEXECUSER"="JP1ユーザー名"
"ACTIONDEFFILE"="ファイル名"
"HOSTINEVENT"="{remote | local}"
"ACTIONINFFILE"="ファイル名"
"ACTIONLIMIT"=dword:16進数値
"SENDABLE_EVENT"="イベントID"
"REGEXP"="正規表現の種類"
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CONTROL¥JCAMAIN]
"LOGSIZE"=dword:16進数値

共通定義情報のパラメーター形式です。上記以外のパラメーターは，内部動作で使うパ
ラメーターですので編集しないでください。

ファイル
action.conf.update（自動アクション環境定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥default¥
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/default/

説明
自動アクションの実行環境の情報を定義するファイルです。
必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モデ
ルファイルをコピーして，内容を編集してください。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行して定義を JP1 共通定義情報に反映した後に，JP1/IM Manager を起動したときに有効になります。
以下のパラメーターについては，jco_spmd_reload コマンドによるリロードによって
も，有効となります。
• "EVENTALIVEPERIOD"
• "ACTIONEXECUSER"
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• "HOSTINEVENT"
• "SENDABLE_EVENT"

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥ACTION]
アクション実行環境設定のキー名称です。
" 論理ホスト名 " の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場
合は論理ホスト名に設定します。
"ACTIONINFSIZE"=dword:16 進数値
アクション情報ファイル容量を 16 進数値（キロバイト単位）で指定します。
指定できる値は次のとおりです。
Windows，HP-UX，Solaris，AIX，および Linux（Linux (IPF) を除く）の場合
指定できる値は，「dword:00000001 〜 00001000」（1 〜 4,096 キロバイト）
です。デフォルト値は，「dword:00000272」（626 キロバイト）です。
Linux (IPF) の場合
指定できる値は，「dword:00000001 〜 00001C00」（1 〜 7,168 キロバイト）
です。デフォルト値は，「dword:00000446」（1,094 キロバイト）です。
アクション情報ファイルは，自動アクションの実行情報を保存するファイルです。
イベントコンソールおよび jcashowa コマンドでアクションを参照する場合や，ア
クション状態通知イベントを発行する場合は，アクション情報ファイルを参照しま
す。
このファイルは，"ACTIONINFSIZE" で設定した値に達すると上書きされるラップ
ラウンド形式のファイルであるため，上書きされた古いアクション情報はイベント
コンソールおよび jcashowa コマンドで参照できなくなったり，アクション状態通
知イベントが発行されなくなったりすることがあります。したがって，過去のアク
ション実行結果を参照する場合や，アクション情報通知イベントを発行する場合は，
参照したいアクション情報の容量を見積もって，"ACTIONINFSIZE" に設定してお
く必要があります。
アクション情報ファイルの容量見積もりの詳細については，JP1/IM - Manager のリ
リースノートを参照してください。
アクション情報ファイル容量をデフォルト値に設定した場合は，10,000 アクション
分の情報を参照できます。
"EVENTALIVEPERIOD"=dword:16 進数値
AND イベント保管期限を，分単位で指定します。
1 〜 1,440（分）の 16 進数値で指定します。デフォルト値は「dword:0000003c」
（60 分）です。
"ACTIONEXECUSER"="JP1 ユーザー名 "
アクション実行標準ユーザーとして JP1 ユーザーを指定します。
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15 バイトまでの文字列で指定します。デフォルト値は ""（なし）です。指定が無
い場合は，jp1admin が仮定されます。
自動アクションの定義で，実行ユーザーを指定しなかった場合は，ここで定義した
JP1 ユーザーでアクションを実行します。
"ACTIONDEFFILE"=" ファイル名 "
自動アクション定義ファイル名を指定します。
デフォルトで "actdef.conf" が指定されています。この値は変更せずに使用して
ください。
この自動アクション定義ファイルで，自動アクション機能によってアクションを実
行する条件および実行するコマンドを定義します。
"HOSTINEVENT"="{remote | local}"
イベント発行元ホスト名取得方法を指定します。
"remote" または "local" のどちらかを指定します。デフォルト値は "remote"
です。
• "remote" を指定した場合は，イベント属性中の「発行元イベントサーバ名」を
イベント発行元ホスト名として使用します。
• "local" を指定した場合は，JP1/IM - Manager 上でイベント属性中の「発行元
IP アドレス」から gethostbyaddr を利用して求まったホスト名を，イベント発行
元ホスト名として使用します。ホスト名が求まらなかった場合は，IP アドレスを
イベント発行元ホスト名として使用します。
"ACTIONINFFILE"=" ファイル名 "
アクション情報ファイル名を指定します。
デフォルトで "actinf.log" が指定されています。この値は変更せずに使用してく
ださい。
"ACTIONLIMIT"=dword:16 進数値
コマンド先行入力数を指定します。
自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-51 以前を使用する場合に，実行先ホ
ストのコマンド先行入力数を指定します。デフォルト値は「dword:0000000a」（10
件）です。
なお，自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-71 以降を使用する場合は，コ
マンド先行入力数は，実行先ホストの JP1/Base で設定します。この場合，コマンド
先行入力数は，実行先ホストで jcocmddef コマンドを使用して設定してください。
デフォルト値は 1,024 件です。
"SENDABLE_EVENT"=" イベント ID"
自動アクション発行イベント（イベント ID が 20A，20A1，20A2，20A3，および
20A4 の JP1 イベント）を指定します。
指定できるのは 20A0，20A1，20A2，20A3，20A4 で，複数指定する場合は半角ス
ペースで区切ります。
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デフォルト値は "20A0 20A3 20A4" です。
JP1 イベントの詳細は，
「4.2.2

JP1 イベントの詳細」を参照してください。

"REGEXP"=" 正規表現の種類 "
使用する正規表現の種類を指定します。
"JP1" または "EXTENDED" のどちらかを指定します。デフォルト値は "JP1" です。
"JP1" を指定すると，JP1 独自正規表現，"EXTENDED" を指定すると拡張正規表現
が自動アクションの定義で使用できます。
なお，このパラメーターは Windows 限定のパラメーターです。
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CONTROL¥JCAMAIN]
自動アクションログ定義のキー名称です。
" 論理ホスト名 " の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場
合は論理ホスト名に設定します。
"LOGSIZE"=dword:16 進数値
自動アクショントレースログ (1 ファイル ) の最大サイズ値を指定します。
65,536 〜 104,857,600 バイトの 16 進数値で指定します。単位はバイトです。デ
フォルト値は「dword:00500000」（5,242,880 バイト（5 メガバイト）
）です。
デフォルト値の場合，実行するコマンドの最大長が 100 バイトのアクションを 3000
コマンド実行したときでもラップラウンドしない値です。ログサイズを変更する場
合は，JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してログサイズを見積もってくだ
さい。

注意事項
• アクション情報ファイルの容量を小さくする場合，アクション情報ファイルのバック
アップを取り，アクション情報ファイルをいったん削除してから，設定を変更してく
ださい。
• 必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モ
デルファイルをコピーして，内容を編集してください。

定義例
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥ACTION]
"ACTIONINFSIZE"=dword:00000010
"EVENTALIVEPERIOD"=dword:0000003c
"ACTIONEXECUSER"="JP1USER"
"ACTIONDEFFILE"="actdef.conf"
"HOSTINEVENT"="remote"
"ACTIONINFFILE"="actinf.log"
"SENDABLE_EVENT"="20A0 20A3 20A4"
"REGEXP"="JP1"
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CONTROL¥JCAMAIN]
"LOGSIZE"=dword:00100000
ファイルの終端が最下行の先頭になるようにしてください。
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自動アクション定義ファイル（actdef.conf）
形式
[#自動アクション定義ファイルバージョン]
[DESC_VERSION=バージョン情報]
[#自動アクション状態監視パラメーター]
△0[：state_watch={true | false}]
[#自動アクション定義パラメーター]
△0[ {+パラメーターグループ番号|&}△1] {$イベントID|*}△1
[/メッセージ/] [,[/イベント基本情報/] [,[/イベント詳細情報/]
[,[/イベント拡張情報重大度/] ] ] ]△1[イベント拡張情報属性名=/属性値/
[,イベント拡張情報属性名2=/属性値/][,…] ]△0
: △0[u=ユーザー名△1] [e=環境変数ファイル名△1]
[d=実行先ホスト名|グループ名△1] [dt=抑止時間△1]
[rt=遅延監視時間△1] [アクション]
：

ファイル
actdef.conf（自動アクション定義ファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥conf¥action¥
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥action¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/action/
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/action/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM の自動アクション機能で，アクションを実行する条件と，アクションとして実行
するコマンドについて定義するファイルです。このファイルは，JP1/IM - Manager の動
作する言語コードで記述してください。
自動アクション機能はこのファイルの定義に従い，特定の条件を満たす JP1 イベントを
受信した時に，自動的にコマンドを実行します。
各行のアクションの定義をパラメーターといいます。自動アクション定義ファイルのパ
ラメーターには，次の 3 種類があります。
• 自動アクション定義ファイルバージョン
自動アクション定義ファイルのフォーマットのバージョンを定義します。
• 自動アクション状態監視パラメーター
自動アクションの状態を監視するかどうかを定義します。
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• 自動アクション定義パラメーター
アクションを実行する条件と，アクションとして実行するコマンドについて定義しま
す。
自動アクション定義ファイルバージョンおよび自動アクション状態監視パラメーターは，
自動アクション定義パラメーターの前に記述してください。自動アクション定義パラ
メーターの後ろに，自動アクション定義ファイルバージョンおよび自動アクション状態
監視パラメーターを記述した場合，定義内容は無効になります。
また，自動アクション定義ファイルバージョンおよび自動アクション状態監視パラメー
ターを，複数回定義した場合，最初の定義を有効，2 回目以降の定義を無効とします。
定義の記述
自動アクション状態監視パラメーターおよび自動アクション定義パラメーターは，定義
を１行に１件ずつ定義します。１行に書ききれない場合は，次の行に継続できます。
自動アクション定義パラメーターでは，「:」で区切られた二つの部分により「イベント
監視条件：アクション実行定義」という形式で指定します。
• 一つの自動アクション定義パラメーターの最大長は，5,706 バイトです。
バイト数には，空白を含みます。改行コードと，継続行にする場合の「¥」は含みま
せん。
• 自動アクション定義パラメーターが長いときは，次の行に継続できます。
定義行を継続するときは，改行コードの直前に「¥」を記述します。
「¥」と改行コー
ドの間に空白など文字がある場合は継続行にならず，
「¥」はデータとして扱います。
• １カラム目が「#」の行はコメントになります。
コメントは１行で記述してください。複数行のコメントは，GUI で定義したときに定
義行の直前の１行目以外が破棄されます。なお，行の途中や継続行の中の「#」はコ
メントではなくデータとして扱います。
イベント監視条件の優先度
受信した JP1 イベントが，複数の自動アクション定義の実行条件と一致する場合，（後述
するパラメーターグループごとに）最も優先順位の高い自動アクション一つだけが実行
されます。自動アクションの優先順位は，次の規則によって決まります。
• イベント ID を指定した自動アクションは，イベント ID の「すべて」を対象にする自
動アクションに優先する。
• 自動アクション定義ファイルで前に記述されている（GUI では［アクション設定］の
画面で上に表示されている）自動アクションが優先する。
パラメーターグループと AND 条件
それぞれの自動アクション定義パラメーターは，パラメーターグループに属します。パ
ラメーターグループとは，自動アクション実行の条件を判定する単位です。パラメー
ターグループにより，一つの JP1 イベントで複数のアクションを実行する場合や，複数
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の条件を満たすときにアクションを実行する場合など，複雑な条件を指定することがで
きます。
一つの JP1 イベントが JP1/IM のマネージャーホストに届くと，パラメーターグループ
ごとに，優先順位の順に自動アクション定義パラメーターと実行条件と比較します。実
行条件が一致する場合は，パラメーターグループごとに優先順位の最も高い自動アク
ション定義パラメーターが１件だけ実行されます。
パラメーターグループに「&」を指定すると，前の行に定義した自動アクション定義パラ
メーターとの AND 条件となります。自動アクション定義パラメーターを AND 条件とし
て指定すると，すべての条件が満たされたときにアクションが実行されます。
自動アクション定義パラメーターのサイズチェック
自動アクション定義パラメーターでサイズチェックされる項目とその最大長を次に示し
ます。
• 自動アクション定義パラメーターのサイズは 5,706 バイトまで。
• 自動アクション定義パラメーターのイベント監視条件のサイズは 1,040 バイトまで。
• 自動アクション定義パラメーターのアクションのサイズは 4,096 バイトまで。
最大長を超過した場合は，定義を反映するときにメッセージが表示され，該当する自動
アクション定義パラメーターは無視されます。

定義の反映時期
自動アクションの定義は，JP1/IM - Manager の起動時，JP1/IM - View の［アクション
設定］画面の［適用］ボタンをクリックして定義を有効にしたとき，および jcachange
コマンドを実行して定義を再読み込みしたときに有効になります。

記述内容（自動アクション定義ファイルバージョン）
自動アクション定義ファイルバージョンに記述する項目について説明します。
DESC_VERSION= バージョン情報
自動アクション定義ファイルのフォーマットのバージョンを定義します。
表 3-3 自動アクション定義ファイルのフォーマットのバージョン情報
バージョン情報

説明

1

07-11 〜 07-51 の自動アクション定義ファイルのバージョンを示す。

2

08-00 以降の自動アクション定義ファイルのバージョンを示す。

このパラメーターを省略，または「1」に指定した場合は，バージョン情報を「2」
と仮定して読み込みを行います。JP1/IM - View で［アクション設定］画面の［適
用］ボタンをクリックしたとき，「2」に設定し直します。
このパラメーターを「1」または「2」以外の値に指定した場合，統合トレースログ
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にエラーを出力し，バージョン情報を「2」と仮定して読み込みを行います。このと
き，JP1/IM - View で［アクション設定］画面は表示できません。バージョン情報を
変更したい場合は，直接定義ファイルを編集してください。
旧バージョンの自動アクション定義ファイルのフォーマットは，08-00 以降の自動
アクション定義ファイルのフォーマットと互換性があるため，08-00 以降のフォー
マットとして読み込まれます。
このパラメーターが自動アクション定義パラメーター以降の行に記述されている場
合，JP1/IM - View で［アクション設定］画面が表示できなくなります。
jcamakea コマンドを実行して自動アクションの定義ファイルの内容をチェックす
ることをお勧めします。

記述内容（自動アクション状態監視パラメーター）
自動アクション状態監視パラメーターに記述する項目について説明します。
state_watch={true | false}
アクションの状態を監視するかどうかを指定します。
「true」または「false」のどちらかを指定します。デフォルト値は「false」で
す。
「true」を指定した場合，バージョン 07-10 以前の JP1/IM - View で［アクション
設定］画面を表示できません。
このパラメーターは，自動アクション定義パラメーターより前に記述されている場
合にだけ有効となります。
このパラメーターが自動アクション定義パラメーター以降の行に記述されている場
合，JP1/IM - View で［アクション設定］画面が表示できなくなります。
jcamakea コマンドを実行して自動アクションの定義ファイルの内容をチェックす
ることをお勧めします。
バージョン 07-11 以降の JP1/IM - View が 07-11 以降の JP1/IM - Central Console に接
続している場合，アクションの状態を監視する・しないにかかわらず，自動アクション
状態監視パラメーターは自動アクション定義ファイルに出力されます。

記述内容（自動アクション定義パラメーター）
自動アクション定義パラメーターに記述する各項目について説明します。なお，JP1 イ
ベントについては「4. JP1 イベント」を参照してください。また，定義中に指定する
正規表現と変数については，後述します。
イベント監視条件
自動アクション定義パラメーターの中で，実行条件として記述する項目を次に示し
ます。実行条件として定義できるパラメータの長さは 1,040 バイトまでです。
{+ パラメーターグループ番号 |&}
この行の自動アクション定義パラメーターが属しているパラメーターグループ
の番号を，「+」に続けて 1 けたの数字（0 〜 9）で指定します。指定を省略す
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ると「0」を仮定します。
「&」を指定すると，直前の定義行との AND 条件の指定になります。この場合，
この行の自動アクション定義パラメーターが属するパラメーターグループは，
直前の定義行と同じになります。
なお，パラメーターグループの数字の大小は，実行条件判定の優先順位および
アクションの実行順序とは関係ありません。
$ イベント ID
イベント ID を「$」に続けて指定します。
*
すべてのイベント ID を対象にする場合に指定します。* を指定するとすべての
イベントをアクションの対象にするため，JP1 イベントの発生頻度が大きい場
合にアクションが多量に発生し，実行が遅延することがあります。* を指定す
る場合は，その他の条件（メッセージ，イベント基本情報，イベント詳細情報，
イベント拡張情報）でイベントを絞り込んでください。
メッセージ
実行条件として，JP1 イベントのメッセージテキストを指定します。条件には，
正規表現を使うことができます。正規表現で指定する場合は，メッセージテキ
ストの制御コード以外の部分を記述するようにしてください。
正規表現で「/」を表す場合は，
「¥/」と記述してください。
イベント基本情報
実行条件として，JP1 イベント基本属性の情報を指定します。指定には，正規
表現を使うことができます。
正規表現で「/」を表す場合は，
「¥/」と記述してください。
イベント基本情報は，JP1 イベント基本属性の情報を次のように並べた形式で
渡されます。この形式にあわせて，アクションを実行する条件を指定してくだ
さい。
イベント ID △イベント発行元ユーザー名△イベント発行元ユーザー ID △
イベント発行元グループ名△イベント発行元グループ ID △
イベント発行元イベントサーバ名△イベント発行元プロセス ID △
イベント登録年月日△イベント登録時刻△イベント発行元ホスト IP アドレス
これらの JP1 イベントの基本属性に含まれる情報については，「4.

JP1 イベン

ト」を参照してください。
イベント詳細情報
実行条件として，JP1 イベント基本属性の詳細属性の情報を指定します。
指定には，正規表現を使うことができます。
正規表現で「/」を表す場合は，
「¥/」と記述してください。
JP1 イベントの詳細属性の情報は，JP1 イベントの付加的な情報で，内容や形
式は JP1 イベントにより異なります。なお，JP1 イベントの詳細属性の情報が
バイナリー形式の場合は，情報がない（NULL）として扱われます。
（備考）JP1 イベント基本属性の詳細属性は，主にバージョン 5 以前の JP1/
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SES 形式と互換のイベントを発行する製品が，詳細情報を記録する場合などに
使われます。バージョン 6 以降の製品の多くは，JP1 イベント拡張属性を使っ
て詳細な情報を記録します。
イベント拡張情報重大度
実行条件として，JP1 イベント拡張属性の重大度を指定します。重大度は次の
形式で，文字の部分を組み合わせて指定します。
「-------E」
「------A-」
「-----C--」
「----E---」
「---W----」
「--N-----」
「-I------」
「D-------」

重大度：Emergency
重大度：Alert
重大度：Critical
重大度：Error
重大度：Warning
重大度：Notice
重大度：Information
重大度：Debug

例えば，Error 以上の重大度を条件として設定する場合は，/----ECAE/ と指
定します。
イベント拡張情報属性名 =/ 属性値 /
実行条件として，JP1 イベント拡張属性の属性名と属性値を組み合わせて指定
します。指定には，正規表現を使うことができます。
正規表現で「/」を表す場合は，「¥/」と記述してください。
属性名と属性値の組み合わせを，最大 100 組指定できます。
属性名は，英大文字，数字，およびアンダーバー（_）から構成される 32 バイ
トまでの名称を指定できます。属性名に「:」「=」を含むものは指定できませ
ん。属性名は，"PRODUCT_NAME"，"OBJECT_NAME" のように指定します。ほ
かの機能での設定とは異なり，属性名の先頭に "E." は付けません。
なお，この項目で重大度（項目名 "SEVERITY"）を指定する場合，属性値は
"Emergency"，"Alert" などの文字列で指定します。
アクション実行定義
自動アクション定義パラメーターの中で，アクション実行定義として設定する項目
を次に示します。
u= ユーザー名
アクションを実行する JP1 ユーザー名を指定します。
ユーザー名は，31 バイト以内の文字列で指定します。ユーザー名に空白を含む
ものは指定できません。
このパラメーターを指定しなかった場合は，自動アクションの実行環境の定義
で，アクション実行標準ユーザーとして指定した JP1 ユーザー名を使用しま
す。アクション実行標準ユーザーも指定されていない場合は，jp1admin を使
用します。
JP1 ユーザー名は，変数を使って，受信した JP1 イベントに含まれる情報によ
り指定することもできます。
アクションを実行するとき，実行先ホストで，ここで指定した JP1 ユーザーを
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JP1/Base の定義に従って OS ユーザーにユーザーマッピングしてコマンドを実
行します。UNIX の場合は，ユーザーマッピングした OS ユーザーのシェル環
境を使用して実行されます。
アクションに「<RULE>」と指定する場合は，この項目は設定できません。
e= 環境変数ファイル名
アクションとして実行するコマンドの環境変数を指定した，環境変数ファイル
のファイル名をフルパスで指定します。
ファイル名には，255 バイトまでの文字列が指定できます。ファイル名に空白
を含む場合は "" で囲んで指定してください。
ファイル名は，変数を使って，受信した JP1 イベントに含まれる情報により指
定することもできます。例えば，ENVFILE という名称の JP1 イベント拡張属性
を環境変数ファイル名として使う場合は「$EV"ENVFILE"」と指定します。
なお，環境変数ファイルの形式については，
「環境変数ファイル」（3.

定義

ファイル）を参照してください。
アクションに「<RULE>」と指定する場合は，この項目は設定できません。
d= 実行先ホスト名 | グループ名
アクションを実行するホスト名，またはホストグループ名を指定します。ホス
ト名にはシステム構成の定義で管理対象ホストに設定したホスト名を指定しま
す。ホスト名・グループ名に空白を含むものは指定できません。
このパラメーターを省略した場合，アクションは自ホスト（自動アクション定
義ファイルのあるホスト）で実行されます。
ホスト名・グループ名は，変数を使って，受信した JP1 イベントに含まれる情
報により指定することもできます。例えば，イベント発行元のホストでアク
ションを実行したい場合は，
「$EVHOST」と指定します。
アクションに「<RULE>」と指定する場合は，この項目は設定できません。
dt= 抑止時間
アクションを抑止する時間を指定します。このパラメーターで指定した時間内
に発生した同一のアクション条件に対するアクションは抑止されます。このパ
ラメーターを省略した場合，抑止は実行されません。抑止時間は，4 バイトま
での数字で指定します。指定できる範囲は 1 〜 3,600（秒）です。
このパラメーターを指定した場合，バージョン 07-10 以前の JP1/IM - View で
［アクション設定］画面を表示できません。
なお，次の場合は，このパラメーターは指定できません。
• 「&」を指定している場合
rt= 遅延監視時間
アクションの実行時間を監視する時間を指定します。このパラメーターで指定
した時間が，マネージャー上の JP1/Base に JP1 イベントが到着してから，実
行先ホストのコマンド制御アクション実行終了メッセージを受信するまでの時
間を超過した場合，JP1 イベントの発行やコマンドの実行などの方法で，アク
ションに遅延が発生していることを通知します。このパラメーターを省略した
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場合，アクションの遅延監視は実行されません。
遅延監視時間は，5 バイトまでの数字で指定します。指定できる範囲は 1 〜
86,400（秒）です。
このパラメーターを指定した場合，バージョン 07-10 以前の JP1/IM - View で
［アクション設定］画面を表示できません。
アクション
アクションとして実行するコマンドを指定します。
指定できるコマンドは，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager
システム構築・運用ガイド

3.5 自動アクションによるコマンド実行」を参照

してください。
このパラメーターを省略した場合，アクションを実行する条件が成立しても，
何も実行しません。
コマンドのパラメーターに，変数を使って，受信した JP1 イベントに含まれる
情報により指定することもできます。
自動アクションが定義されているホストが UNIX の場合は，コマンドの環境変
数に，変数を使って，受信した JP1 イベントに含まれる情報により指定するこ
ともできます。この場合は「MESSAGE="$EVMSG"

command arg1 arg2」の

ように指定します。
なお，自動アクション定義パラメーターの「:」以降は，実行するアクションを
指定しますが，「u=」
「e=」「d=」
「dt=」
「rt=」を指定すると前述のユーザー名
などの項目とみなされます。「u=」などを指定した場合は，アクションの指定を
省略するとエラーになります。
また，アクションとして実行できるコマンドの長さは，アクション定義で使用
できる変数（$EVMSG など）の変換後の情報を含めて，4,096 バイトまでです。
コマンドの長さが 4,096 バイトを超えた場合は実行状態が「実行不可」になり，
コマンドは実行されません。［アクション結果詳細］画面の［メッセージ］欄に
は，「KAVB4421-W コマンドラインが長過ぎるためアクションが実行できませ
んでした」が表示されます。
アクション中に，文字として認識できないコード（ASCII コードおよび環境設
定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部分）が含まれた場合，
実行先ホストのシェルなどの仕様で実行されない，または実行されても結果が
不正になることがあります。この場合，アクションは実行失敗にならず，終了
状態になります。定義ファイル中に上記の不正なコードを指定していなくても，
アクション定義で使用できる変数から実行時に置き換えることでアクションに
含まれる場合があります。アクション対象イベントを発行する各製品のマニュ
アルなどで確認の上，アクション定義で使用できる変数を指定してください。
JP1/IM - Rule Operation へのルール起動要求を設定したい場合は，「<RULE>」
と固定で指定してください。
アクションのコマンド長に関する注意事項
アクションとして実行できるコマンドの長さは，JP1/IM，JP1/Base を運用し
ているシステムによって変わります。
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自動アクションの実行経路上のホスト（実行元マネージャーホスト，実行先ホ
スト含む）にバージョン 6，バージョン 7 の JP1/IM，JP1/Base がある場合に
は，コマンドの長さは，最大 1,024 バイトに抑える必要があります。コマンド
長に関する注意事項の詳細については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 6.4（2） 注意事項」を参
照してください。

アクション定義で使用できる変数
自動アクション定義パラメーターの定義のうち，実行するアクションの指定（: 以降の
指定）には，変数を使って，JP1 イベントに含まれる情報を指定することができます。
アクション実行時に，変数が JP1 イベント中の情報に変換されて実行されます。
変数を自動アクション定義パラメーターに記述する場合は，
「$EVID」のような形式で指
定します。
使用できる変数を次に示します。
表 3-4 アクション定義で使用できる変数
情報の種類
JP1 イベント基本
属性に含まれる情
報

変数名

内容

EVBASE

イベント基本情報全体

EVID

イベント ID（基本コード : 拡張コード）

EVDATE

イベント発生日（yyyy/mm/dd）

EVTIME

イベント発生時刻（hh:mm:ss）

EVPID

イベント発行元プロセス ID

EVUSRID

イベント発行元プロセスのユーザー ID

EVGRPID

イベント発行元プロセスのグループ ID

EVUSR

イベント発行元ユーザー名

EVGRP

イベント発行元グループ名

EVHOST

イベント発行元ホスト名

EVIPADDR

イベント発行元 IP アドレス

EVSEQNO

イベント DB 内通し番号

EVARVDATE

イベント到着日（yyyy/mm/dd）

EVARVTIME

イベント到着時刻（hh:mm:ss）

EVSRCNO

イベント発生元のイベント DB 内通し番号

EVMSG

メッセージテキスト全体

EVDETAIL

イベント詳細情報全体
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情報の種類
JP1 イベント拡張
属性に含まれる情
報

その他

変数名

内容

EVSEV

イベント拡張情報重大度（Emergency, Alert,
Critical, Error, Warning, Notice, Information,
Debug）

EV" 拡張属性名 "

任意の拡張属性

ACTHOST

アクション実行要求元マネージャーホスト名

EVENV1 〜
EVENV9

アクションの実行条件の指定で，正規表現中に "(
)" を指定して切り出したデータ
（マネージャーホストで拡張正規表現を使用してい
る場合だけ使用できる）

該当しない項目の変数の値は NULL になります。また，JP1 イベントの種類によって
は，変数自体のないものや，各属性に含まれる情報に文字として認識できないコード
（ASCII コードおよび環境設定で指定した日本語文字コードの文字集合に含まれない部
分）が含まれていることで，アクションが実行できない，または実行されても結果が不
正になる場合があります。JP1 イベント発行元製品のマニュアルなどを事前に参照し，
設定してください。
変数の記述での注意点
• 変数の直後に文字を記述する場合，変数の直後に英数字および「_ 」を指定すると正
しく変換されません。このような場合は，変数を｛｝で囲んでください。次に指定例
を示します。なお，次の例では，イベント ID（$EVID）は 100:0，拡張属性 EX
（$EV"EX"）は ABC が設定されていると仮定します。
（指定例）
アクション定義 → 変換後の情報
「$EVID abc」 →「100:0 abc」
「$EVIDabc」
→「$EVIDabc」(Windowsの場合)，なし(UNIXの場合)
「${EVID}abc」 →「100:0abc」
「$EVID_abc」 →「$EVID_abc」(Windowsの場合)，なし(UNIXの場合)
「${EVID}_abc」→「100:0_abc」
「$EV"EX" abc」→「ABC abc」
「$EV"EX"abc」 →「ABCabc」
• 変換元の文字情報に，次に示す制御文字が含まれていた場合，その制御文字は半角ス
ペース（0x20）に変換されて処理されます。
半角スペースに変換される制御文字：0x01 〜 0x1F（タブ (0x09) を除く）
，0x7F
例えば，$EVMSG の指定により取得したメッセージの中に改行コード（0x0A）が含ま
れていた場合，改行コード（0x0A）は半角スペース（0x20）に変換されて処理されま
す。
（例）アクション（echo $EVMSG）を設定し，イベントのメッセージとして改行コー
ドを含む文字列

1 行目 0x0A 2 行目

を受信した場合には，アクションとして実行さ

れるコマンドは "echo 1 行目△ 2 行目 " となります（△は半角スペースを表す）
。
• UNIX の場合，最終的な展開はシェルの解釈に依存します。展開後のデータに「*」
など，シェルで特別な意味を持つ文字がある場合，その内容に置き換えられます。置
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き換えが行われないようにするには，変数全体を「"」で囲み，
「"$EVMSG"」のよう
に記述してください。

アクション定義での正規表現
自動アクションの定義で，イベント監視条件に JP1 イベントの属性（メッセージテキス
ト・基本属性・詳細情報）を正規表現で指定する場合の指定方法について説明します。
使用できる正規表現は，OS によって異なります。Windows の場合と UNIX の場合に分
けて，使用できる正規表現を説明します。
複数の OS でアクション定義を共用する場合，正規表現の解釈が異なるので，どの OS で
も使用できる表現で条件を記述するように注意してください。なお，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

付録 G 正規表現」に

各 OS 共通で使用できる正規表現を記載しています。これを参考にして使用する正規表
現を決めてください。
Windows 版の正規表現
Windows 版では，使用できる正規表現を JP1 独自の正規表現，拡張正規表現のどちらか
にできます。デフォルトは JP1 独自の正規表現です。拡張正規表現にする場合は，「自動
アクション環境定義ファイル（action.conf.update）」
（3. 定義ファイル）を参照し
て設定してください。
JP1/IM の自動アクションでは，OS の正規表現に加えて，次の拡張記法も使えます。
「¥/」
，「¥¥」
ブラケット式中でも，それぞれただの「/」，
「¥」を表します。正規表現で「/」
，
「¥」を表すときはすべてこの方法を使います。
UNIX 版の正規表現
UNIX 版では「拡張正規表現」を使用します。使用できる正規表現の詳細については，
OS 添付の「regexp（5）
」を参照してください。
JP1/IM の自動アクションでは，OS の正規表現に加えて，次の拡張記法も使えます。
「¥/」
，「¥¥」
ブラケット式中でも，それぞれただの「/」，
「¥」を表します。正規表現で「/」
，
「¥」を表すときはすべてこの方法を使います。
正規表現による基本属性・詳細属性の指定
イベント監視条件に，JP1 イベントの基本属性・詳細情報を正規表現で指定する場合の
方法について説明します。
自動アクション定義パラメーターの中では，JP1 イベントの基本属性は，次の形式で表
されます。
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イベントID※1△イベント発行元ユーザー名△イベント発行元ユーザーID△
イベント発行元グループ名△イベント発行元グループID△
イベント発行元イベントサーバ名※2△イベント発行元プロセスID△
イベント登録年月日※3△イベント登録時刻※4△イベント発行元ホストIPアドレス
注※ 1
イベント ID は「基本コード : 拡張コード」という形式で表されます。基本コードお
よび拡張コードは，ともに 8 けたの 16 進数（A 〜 F は大文字）です。ID の前の 0
は省略されます。拡張コードが 00000000 の場合は，
「基本コード :0」と表されま
す。
注※ 2
イベントサーバ名とホスト名が異なる場合，イベント発行元ホスト名の取得方法が
「local」に設定されていると，イベントサーバ名ではなくホスト名となります。
注※ 3
「yyyy/mm/dd」という形式で表されます。
注※ 4
イベント登録時刻は「hh:mm:ss」という形式で表されます。
JP1 イベントの詳細情報は，次の形式で表されます。
情報1△情報2△情報3△…△情報n△
注
プログラムによっては，この形式でない場合や，固定長のためマルチバイト文字の
1 バイト目しか含まれていないなど，文字として認識できないコードが混入してい
る場合もあります。形式については各プログラムのマニュアルを参照してください。
基本属性，詳細情報とも，情報中の各項目は，空白文字で区切られます。
該当する情報がない場合は，NULL になり，前後の区切りの空白が連続して表されます。
また，最後の項目の後には，将来の機能拡張などで情報が追加されることがあるので注
意してください。
次に，基本属性および詳細情報中の各項目の指定方法を説明します。
基本属性，および詳細情報の先頭の項目を指定する場合は，先頭文字列を意味する「^」
を使用します。例えば，イベント ID が 00003A80 の JP1 イベントを指定するには，次
のように指定します。
「^3A80」
2 番目以降の項目を指定する場合は，
「.* 」（任意の文字列と空白を示す）を繰り返し
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て，不要な項目をスキップします。例えば，イベント基本属性の 6 番目の項目であるイ
ベント発行ホスト名を指定する場合は，
「.* 」を 5 回繰り返し，次のように指定します。
「^.* △ .* △ .* △ .* △ .* △ host01」
次に，イベント情報の指定例を示します。
（例 1）JP1USER で始まるユーザー名のユーザーから送信された JP1 イベント
^.*△JP1USER.*$
（例 2）host01 〜 host05 で発行された JP1 イベント（拡張正規表現を使用している場
合）
^.*△.*△.*△.*△.*△host0[1-5]△.*$
（例 3）host02 で 8 時 0 分から 8 時 10 分に登録された JP1 イベント（拡張正規表現を使
用している場合）
^.*△.*△.*△.*△.*△host02△.*△.*△08:(10|0[0-9]).*△.*$
（例 4）詳細情報の 3 番目の項目が「prn」で始まる JP1 イベント
^.*△.*△prn.*$
注 詳細情報の形式は，JP1イベントを発行するプログラムのマニュアルなどでご
確認ください。
注意事項
• JP1 独自正規表現（Windows）を拡張して，拡張正規表現を使用する場合には，
拡張による誤動作を防ぐため，定義済みの設定を見直し，拡張正規表現用に定義
し直す必要があります。
• 制御コード（改行，タブなど）は，製品や OS によって扱いが異なることがあり
ます。このため，メッセージに対する条件を正規表現で記述する場合は，制御
コード以外の部分を記述するようにしてください。
• 正規表現で，すべての文字に一致する表現の「.*」を多用すると，検索に時間が
掛かることがあります。長いメッセージなどに対して「.*」を使用する場合は，
必要な個所にだけ「.*」を使用するようにしてください。
また，拡張正規表現を使用できる環境で，かつ，空白以外の文字に一致させたい
場合には，
「.*」の代わりに「[^ ]*」が使用できます。「[^ ]*」を使用した方
が検索に掛かる時間を短縮できます。
• 特殊文字である縦線「|」は OR 条件を表します。この OR 条件を正規表現中に使
用する際は，次のことに注意してください。
OR 条件の縦線「|」は正規表現の中で優先度が低いため，OR 条件がかかる範囲
を明示的に指定する必要があります。範囲を指定しない場合，動作しない，また
は誤動作する原因になることがあります。OR 条件の範囲は，条件がかかる範囲を
小括弧「()」で囲むことで指定できます。イベント発行元サーバ名の条件を OR
条件にするときの指定例を次に示します。
（例）gyoumu または host で発行された JP1 イベント
^.* △ .* △ .* △ .* △ .* △ (gyoumu|host) △ .*$
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注意事項
作成した定義ファイルは，jcamakea コマンドを使って文法を確認してください。

定義例
以下の二つのイベントが発生した場合に Act.exe と ¥test¥sample.exe を実行する
（アクションの状態監視は行わない）
。
表 3-5 自動アクション定義ファイルの定義例
イベント ID
555，100

重大度
致命的，エラー

オブジェクト名
/ACTION

DESC_VERSION=2
:state_watch=false
$555 :Act.exe
& $100 /KAVB.*-E/,,,/----EC--/ OBJECT_NAME=/¥/ACTION/
:¥test¥sample.exe
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自動アクション通知定義ファイル
（actnotice.conf）
形式
[STATE_WATCH]
EVENT={true | false}
COMMAND=コマンド
[End]
[DELAY_WATCH]
EVENT={true | false}
COMMAND=コマンド
[End]

ファイル
actnotice.conf（自動アクション通知定義ファイル）
actnotice.conf.model（自動アクション通知定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥action¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥action¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/action/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/action/（クラスタ運用時）

説明
自動アクションの状態監視または遅延監視で異常を検知した場合に，JP1 イベントの発
行および通知コマンドの実行で，自動アクションの異常を通知するかどうかを定義する
ファイルです。このファイルは，JP1/IM - Manager の動作する言語コードで記述してく
ださい。
この定義ファイルで自動アクションの異常を通知するよう設定すると，自動アクション
の状態監視では，
「実行不可」「実行失敗」または「実行失敗（キャンセル失敗）
」の状態
となって異常終了した自動アクションを検知して，JP1 イベントの発行および通知コマ
ンドを実行し，オペレーターに異常状態になった自動アクションに対する対処を促しま
す。また，自動アクションの遅延監視では，遅延監視時間で設定した時間内に終了しな
い自動アクションを検知して，JP1 イベントの発行および通知コマンドを実行し，オペ
レーターに遅延状態になった自動アクションに対する対処を促します。
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定義の反映時期
次の場合に，自動アクション通知定義ファイルの設定が有効になります。
• JP1/IM - Manager を起動した場合
• jco_spmd_reload コマンドによりリロードをした場合

記述内容
[STATE_WATCH]
自動アクションの状態監視で異常を検知した場合に，JP1 イベントの発行および通
知コマンドの実行で，自動アクションの異常を通知するかどうかを定義します。
EVENT={true | false}
自動アクションの状態監視で異常を検知した場合に，JP1 イベント（イベント
ID：2011）を発行するかどうかを指定します。
「true」または「false」のどちらかを指定します。異常検知時に JP1 イベン
トを発行する場合は「true」を，発行しない場合は「false」を指定します。
デフォルトは「true」です。なお，「true」を指定すると，次の場合にも JP1
イベント（イベント ID：2016，2021）が発行されるようになります。
• アクション状態監視への通知抑止が解除された場合（イベント ID が 2016 の
JP1 イベントが発行される）
• アクション状態の監視中に，異常状態となったアクションがアクション情報
ファイルからラップした場合（イベント ID が 2021 の JP1 イベントが発行さ
れる）
JP1 イベントの詳細は，「4.2.2 JP1 イベントの詳細」を参照してください。
COMMAND= コマンド
自動アクションの状態監視で異常を検知した場合に，実行する通知コマンドを
指定します。
実行可能なコマンドの種類は次のとおりです。
コマンドを実行するホストが Windows の場合
• 実行形式ファイル（.com，.exe）
• バッチファイル（.bat）
• JP1/Script のスクリプトファイル（.spt）
（ただし .spt ファイルが実行可能なよう関連づけが設定されていること）
コマンドを実行するホストが UNIX の場合
• 実行形式ファイル（実行権限が付いていること）
• シェルスクリプト（実行権限が付いていること）
• 上記以外の場合，または定義がない場合はデフォルト値「指定無し」を仮定
します。
通知コマンドを定義する場合の注意事項を次に示します。
•「COMMAND=」から改行コードまでを一つのコマンドとして定義します。
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• 一つのコマンド定義の最大長は，1,023 バイトです。
なお，変数を展開した文字列が 1,023 バイトを超える場合はコマンドを実行
しません。
その際，統合トレースログに「KAVB4409-E 通知コマンド ( コマンド ) が実
行できませんでした：保守情報」を出力します。
• 最大長のバイト数には，空白を含みます。改行コードは含みません。
• 変数を指定する場合は，変数を「$」に続けて指定します。指定できる変数に
ついては「表 3-6 自動アクション通知定義ファイルで指定できる変数」を参
照してください。
• COMMAND に指定された通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行環境を引
き継ぎます。
• 通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行権限（Windows：SYSTEM ユー
ザー，UNIX：root）で実行されます。
• COMMAND に指定する通知コマンドは，フルパスで指定してください。
• 通知コマンドは，必ず終了するコマンドを設定してください。バッチファイ
ル（Windows）またはシェルスクリプト（UNIX）を設定する場合は，必ず
exit 0 で終了するようにしてください。終了しないコマンドや GUI が起動
するコマンドを指定した場合，実行した通知コマンドのプロセスが残ってし
まいます。
• 「$」を指定したい場合は「$$」と指定してください。
[DELAY_WATCH]
自動アクションの遅延監視で異常を検知した場合に，JP1 イベントの発行および通
知コマンドの実行で，自動アクションの異常を通知するかどうかを定義します。
EVENT={true | false}
自動アクションの遅延監視で異常を検知した場合に，JP1 イベント（イベント
ID：2010）を発行するかどうかを指定します。
「true」または「false」のどちらかを指定します。異常検知時に JP1 イベン
トを発行する場合は「true」を，発行しない場合は「false」を指定します。
デフォルト値は「true」です。なお，「true」を指定すると，次の場合にも
JP1 イベント（イベント ID：2015，2020）が発行されるようになります。
• アクション遅延監視への通知抑止が解除された場合（イベント ID が 2015 の
JP1 イベントが発行される）
• アクション遅延の監視中に，遅延状態となったアクションがアクション情報
ファイルからラップした場合（イベント ID が 2020 の JP1 イベントが発行さ
れる）
JP1 イベントの詳細は，
「4.2.2 JP1 イベントの詳細」を参照してください。
COMMAND= コマンド
自動アクションの遅延監視で異常を検知した場合に，実行する通知コマンドを
指定します。
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実行可能なコマンドの種類は次のとおりです。
コマンドを実行するホストが Windows の場合
• 実行形式ファイル（.com，.exe）
• バッチファイル（.bat）
• JP1/Script のスクリプトファイル（.spt）
（ただし .spt ファイルが実行可能なよう関連づけが設定されていること）
コマンドを実行するホストが UNIX の場合
• 実行形式ファイル（実行権限が付いていること）
• シェルスクリプト（実行権限が付いていること）
• 上記以外の場合，または定義がない場合はデフォルト値「指定無し」を仮定
します。
通知コマンドを定義する場合の注意事項を次に示します。
•「COMMAND=」から改行コードまでを一つのコマンドとして定義します。
• 一つのコマンド定義の最大長は，1,023 バイトです。
なお，変数を展開した文字列が 1,023 バイトを超える場合はコマンドを実行
しません。
その際，統合トレースログに「KAVB4409-E 通知コマンド ( コマンド ) が実
行できませんでした：保守情報」を出力します。
• 最大長のバイト数には，空白を含みます。改行コードは含みません。
• 変数を指定する場合は，変数を「$」に続けて指定します。指定できる変数に
ついては，「表 3-6

自動アクション通知定義ファイルで指定できる変数」を

参照してください。
• COMMAND に指定された通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行環境を引
き継ぎます。
• 通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行権限（Windows：SYSTEM ユー
ザー，UNIX：root）で実行されます。
• COMMAND に指定する通知コマンドは，フルパスで指定してください。
• 通知コマンドは，必ず終了するコマンドを設定してください。バッチファイ
ル（Windows）またはシェルスクリプト（UNIX）を設定する場合は，必ず
exit 0 で終了するようにしてください。終了しないコマンドや GUI が起動
するコマンドを指定した場合，実行した通知コマンドのプロセスが残ってし
まいます。
•「$」を指定したい場合は「$$」と指定してください。
表 3-6 自動アクション通知定義ファイルで指定できる変数
変数名
ACTSEQNO
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内容
遅延状態および異常状態となったアクションのアクション通し番号。
状態監視で指定した時に，異常状態となったアクションがアクション情報
ファイルからラップした場合には，
（----）と表示される。
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変数名
EVID

内容
遅延状態および異常状態となったアクション契機イベントのイベント ID
（基本コード（16 進 8 桁）: 拡張コード（16 進 8 桁）
）。
遅延または異常状態となったアクションがアクション情報ファイルからラッ
プした場合には，
（----:----）と表示される。

EVARVTIME

遅延状態および異常状態となったアクション契機イベントのイベント到着時
刻（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）
。
遅延もしくは異常状態となったアクションがアクション情報ファイルから
ラップした場合には，
（----/--/-- --:--:--）と表示される。

ACTSTAT

遅延状態および異常状態となったアクションのアクション状態。
アクションの実行状態を表す次の文字列のどれか。
• running（実行中）
• ended（終了）
• fail（実行不可）
• error（実行失敗）
• unknown（状態不明）
• wait（送信待機）
• send（送信中）
• queue（キューイング）
• cancel（キャンセル）
• kill（強制終了）
アクションを JP1/IM - View からキャンセルした場合，上記の状態の後ろに
キャンセル状態が表示される。
キャンセル状態がキャンセル中の場合。
• running（canceling）
• send（canceling）
• queue（canceling）
• wait（canceling）
キャンセル状態がキャンセル失敗の場合。
• running（miss）
• send（miss）
• queue（miss）
• wait（miss）
• ended（miss）
• error（miss）
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変数名

内容
自動アクションサービスの再起動時にコマンドが再実行，またはアクション
再実行用ファイルに出力された場合は，状態の後ろに「-R」が付く。（例：
ended-R）
JP1/IM - View から再実行をした場合は，上記の状態の後ろに「-RU」が付
く。（例：ended-RU）
抑止されたアクションを JP1/IM - View から再実行した場合は，上記状態の
後ろに「-RUD」が付く。
（例：ended-RUD）
抑止されたアクションを JP1/IM - View から再実行し，かつ，再実行中に自
動アクションサービスの再起動（系切り替え含む）の発生によって再実行，
またはアクション再実行用ファイルに出力された場合は，状態の後ろに
「-RD」が付く。
（例：ended-RD）
抑止されたアクションの状態が「fail」
（実行不可）になった場合は，状態
の後ろに「-D」が付く。
（例：fail-D）
遅延監視で指定した場合に，遅延となったアクションがアクション情報ファ
イルからラップしたときには，
（----）と表示される。
状態監視で指定した場合に，異常状態となったアクションがアクション情報
ファイルからラップしたときには，次の文字列のどれかになる。
• fail（実行不可）
• error（実行失敗）

ACTSTARTTIME

遅延状態となったアクションのアクション開始時刻（YYYY/MM/DD
hh:mm:ss）。
遅延監視で指定したときだけ，時刻が表示される。
状態監視で指定した場合には，
（----/--/-- --:--:--）と表示される。
遅延監視で指定した場合に，遅延となったアクションがアクション情報ファ
イルからラップしたときには，
（----/--/-- --:--:--）と表示される。

ACTENDTIME

異常状態となったアクションのアクション終了時刻（YYYY/MM/DD
hh:mm:ss）。
状態監視で指定したときだけ，時刻が表示される。
遅延監視で指定した場合には，
（----/--/-- --:--:--）と表示される。
状態監視で指定した場合に，異常状態となったアクションがアクション情報
ファイルからラップしたときには，
（----/--/-- --:--:--）と表示され
る。

ACTHOST

ACTUSR
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遅延状態および異常状態となったアクションの実行先ホスト名。
遅延監視で指定した場合に，遅延となったアクションがアクション情報ファ
イルからラップしたときには，
（----）と表示される。
状態監視で指定した場合に，
「実行ホスト名」を設定していないアクション
定義により発行されたアクションの状態が「実行不可」となったときには，
（----）と表示される。
遅延状態および異常状態となったアクションを実行している JP1 ユーザー
名。
実行先ホストに登録されているユーザー名となる。
遅延監視で指定した場合に，遅延となったアクションがアクション情報ファ
イルからラップしたときには，
（----）と表示される。
状態監視で指定した場合に，
「実行ユーザー名」を設定していないアクショ
ン定義により発行されたアクションの状態が「実行不可」となったときに
は，（----）と表示される。

自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）

注意事項
自動アクション通知定義ファイル（actnotice.conf）を削除した場合は，自動アク
ション通知定義ファイルのモデルファイル（actnotice.conf.model）を
actnotice.conf の名称でコピーし，必要に応じて，定義を変更してください。

定義例
自動アクションの状態監視または遅延監視で異常を検知した場合に，JP1 イベントを発
行し，通知コマンド statenotice01.exe（状態監視の場合）または，
delaynotice01.exe（遅延監視の場合）を実行する。

[STATE_WATCH]
EVENT=true
COMMAND=C:¥Command¥statenotice01.exe
[End]
[DELAY_WATCH]
EVENT=true
COMMAND=C:¥Command¥delaynotice01.exe
[End]
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拡張起動プロセス定義ファイル
（jp1co_service_0700.conf）
形式
プロセス名|パス|起動オプション|再起動可否|再起動回数|リトライ間隔|再起動回数リセット時間|

ファイル
jp1co_service_0700.conf（拡張起動プロセス定義ファイル）
jp1co_service_0700_cc.conf（JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）用
モデルファイル）
jp1co_service_0700_cc_cs.conf（JP1/IM - Manager 用モデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Manager を構成する機能のプロセス情報を定義するファイルです。
JP1/IM - Manager はプロセス管理機能によって，各機能のプロセスの起動や停止および
プロセス異常終了時の再起動を制御しています。プロセス管理機能は，拡張起動プロセ
ス定義ファイルの定義に従ってプロセスを制御します。
拡張起動プロセス定義ファイルは，モデルファイルにより，あらかじめ適切な値が指定
されているファイルを提供しています。セットアップする場合は，このモデルファイル
をコピーし，JP1/IM - Manager 起動情報の「起動オプション」のパラメーターの一部，
プロセス障害時の「再起動可否」のパラメーターだけをカスタマイズして使います。

定義の反映時期
定義ファイルの内容は，JP1/IM - Manager の起動時，および jco_spmd_reload コマ
ンドを実行して定義を再読み込みしたときに有効になります。なお，「起動オプション」
のパラメーター変更については JP1/IM - Manager の起動時にだけ有効になります。

記述内容
プロセス名
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JP1/IM - Manager のプロセス管理機能により起動停止するプロセス名を指定しま
す。
JP1/IM - Manager のプロセス名があらかじめ指定されています。編集しないでくだ
さい。
なお，ここで指定した名称は，jco_spmd_status コマンドでプロセス名として表
示されます。
パス
プロセスの実行ファイルをフルパスで指定します。
JP1/IM - Manager のプロセスのパスがあらかじめ指定されています。編集しないで
ください。
起動オプション
プロセスの起動オプションを指定します。
起動オプションの指定が必要な JP1/IM - Manager の evtcon プロセス，jcdmain
プロセス，および evgen プロセスについては，あらかじめ指定されています。
なお，jcdmain プロセスおよび evgen プロセスは，インシデント登録サービス，
相関イベント発行サービスの起動設定をした場合だけ記述されます（デフォルトで
は記述されていません）。
編集できるのは，evtcon プロセスに指定されている -Xmx パラメーターだけです。
evtcon プロセスに指定されているほかのパラメーター，および jcdmain プロセ
ス，evgen プロセスに指定されているパラメーター（-Xmx パラメーター含む）は
編集しないでください。
-Xmx パラメーターは，JP1/IM - Manager の evtcon プロセス，jcdmain プロセ
ス，および evgen プロセスがそれぞれ使用するヒープ領域サイズを設定するパラ
メーターです。それぞれ初期値として 512 メガバイトのヒープ領域サイズが設定さ
れています。
evtcon プロセスのヒープ領域使用量は，ユーザーの設定により初期値を超えるこ
とがあります。ヒープ領域を見積もり，使用量が 512 メガバイトを超える場合には
-Xmx パラメーターの値を変更する必要があります。ヒープ領域の見積もりについて
は，JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してください。
なお，jcdmain プロセスおよび evgen プロセスの場合，ヒープ領域使用量が初期
値を超えることはありません。このため，jcdmain プロセスおよび evgen プロセ
スの -Xmx パラメーターは変更する必要がありません。
注意事項
• JP1/IM - Manager の evtcon プロセスのヒープ領域サイズを変更する場合
は，十分にテスト運用して問題ないことを確認してください。ヒープ領域範
囲内で指定される場合であっても，メモリー不足により JP1/IM - Manager が
停止したり，［イベントコンソール］画面のイベント表示が更新されなくなっ
たりするなど，動作が不安定になることがあります。この場合は，ヒープ領
域見積もり式を参照し，［イベントバッファー］および［検索時のイベント取
得件数］の設定を見直してください。
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• JP1/IM - Manager のリリースノートに記載している最大メモリー容量は論理
値です。OS 種別，ご使用の環境，同時に稼働するアプリケーションの影響に
より，設定したヒープ領域を確保できない場合があります。ヒープ領域を確
保できなかった場合や，初期値である 512 メガバイトを下回る値を設定した
場合は，JP1/IM - Manager が起動できないなど，不具合が生じることがあり
ます。
Windows で，ヒープ領域サイズを 512 メガバイトから 1,024 メガバイトに変更した
場合の設定例を次に示します。
（設定例）
< ヒープ領域サイズを 1,024 メガバイトに変更する前（初期値）の状態 >
|-Xrunhndlwrap,-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStac
kTrace,-XX:HitachiJavaLogNumberOfFile=4
< ヒープ領域サイズを 1,024 メガバイトに変更した後の状態 >
|-Xrunhndlwrap,-Xmx1024m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemorySta
ckTrace,-XX:HitachiJavaLogNumberOfFile=4
再起動可否
プロセスが異常終了した場合に，再起動するかどうかを指定します。
再起動しない場合は 0，再起動する場合は 1 を指定します。
デフォルトは 0 です。
再起動回数
プロセスの再起動の試行回数を指定します。
指定できる値は，0 〜 99 です。デフォルトは 3 です。
なお，再起動可否のフィールドに 0 が指定されている場合は，値が指定されていて
も無効になります。
リトライ間隔
プロセスの再起動のリトライ間隔を，秒単位で指定します。
指定できる値は，0 〜 3,600 です。デフォルトは 3 です。
なお，再起動可否のフィールドに 0 が指定されている場合は，値が指定されていて
も無効になります。
再起動リセット時間
再起動によってプロセスが起動してから何時間後に再起動回数をリセットするかを，
秒単位で指定します。
指定できる値は，3,600 〜 2,147,483,647（秒）です。デフォルトは 3,600 です。
プロセスが起動してから，指定した時間が経過すると，再起動回数がリセットされ
ます。再度プロセスが異常終了した場合は，再起動回数が 1 からカウントされます。
再起動によってプロセスが起動してから，指定した時間より前に再度異常終了した
場合は，前回の再起動回数を引き継ぎます。
なお，再起動可否のフィールドに 0 が指定されている場合は，値が指定されていて
も無効になります。
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注意事項
• 空白など，不要な文字を記述しないでください。編集を許可されているパラメーター
の数値だけを編集してください。
•「再起動可否」のパラメーターだけを，運用にあわせてカスタマイズするようにしてく
ださい。ほかのパラメーターは，各プロセスに合わせて適切な値がデフォルト値とし
て設定されているため，通常は設定を変える必要はありません。
• クラスタ構成では，論理ホストのプロセス管理のプロセスを起動する際，論理ホスト
の conf フォルダに拡張起動プロセス定義ファイルがない場合，物理ホストの拡張起
動定義ファイルがコピーされます。

定義例
拡張起動プロセス定義ファイルの定義例をそれぞれの OS ごとに示します。なお，
jcdmain プロセスおよび evgen プロセスも記述されている状態の例です。
● Windows の場合
Console パス：C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons¥，HNTRLib2 のインス
トール先フォルダ：C:¥Program Files¥HITACHI¥HNTRLib2¥ だった場合の定義例
を次に示します。
jcamain|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jcamain.exe||0|3|3|3600|
evtcon|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥bin¥java.exe|-Xrunhndlwrap,-Xmx512
m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:HitachiJavaLogNu
mberOfFile=4,-classpath "C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes";.;"C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥lib¥rt.jar";"C:¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar",JP.co.Hitachi.soft
.jp1.im.console.server.mainconsole.EventConsoleServer|0|3|3|3600
|
evflow|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥evflow.exe||0|3|3|3600|
jcsmain|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Scope¥bin¥jcsmain.exe||0|3|3|3600|
jcdmain|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥bin¥java.exe|-Xrunhndlwrap,
-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:HitachiJa
vaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:"C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥log¥jcdmain¥javalog¥jcdmain¥javalog",-clas
spath "|C:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes";.;"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥lib¥rt.jar";"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes¥jciapi.jar";"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes¥pdjdbc.jar";"C:¥Program
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Files¥HITACHI¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar",JP.co.Hitachi.soft
.jp1.im.eds.server.main.JedsMain|0|3|3|3600|
evgen|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥bin¥java.exe|-Xrunhndlwrap,
-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:HitachiJa
vaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:"C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥log¥evgen¥javalog",-classpath "|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes";.;"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥bin¥jre¥lib¥rt.jar";"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes¥jciapi.jar";"|C:¥Program
Files¥HITACHI¥JP1Cons¥classes¥pdjdbc.jar";"C:¥Program
Files¥HITACHI¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar",JP.co.Hitachi.soft
.jp1.im.egs.server.main.JegsMain|0|3|3|3600|
● HP-UX（PA-RISC），AIX，Solaris，Linux の場合
jcamain|/opt/jp1cons/bin/jcamain||0|3|3|3600|
evtcon|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.console.serve
r.mainconsole.EventConsoleServer|0|3|3|3600|
evflow|/opt/jp1cons/bin/evflow||0|3|3|3600|
jcsmain|/opt/jp1scope/bin/jcsmain||0|3|3|3600|
jcdmain|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:/var/opt/jp1cons/
log/jcdmain/javalog,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.eds.server.main.JedsMain
|0|3|3|3600|
evgen|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:/var/opt/jp1cons/
log/evgen/javalog,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.egs.server.main.JegsMain
|0|3|3|3600|
● HP-UX（IPF）の場合
jcamain|/opt/jp1cons/bin/jcamain||0|3|3|3600|
evtcon|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
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java|-Xmx512m,-Xms32m,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.console.server.m
ainconsole.EventConsoleServer|0|3|3|3600|
evflow|/opt/jp1cons/bin/evflow||0|3|3|3600|
jcsmain|/opt/jp1scope/bin/jcsmain||0|3|3|3600|
jcdmain|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc32.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.eds.server.main.JedsMain
|0|3|3|3600|
evgen|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc32.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.egs.server.main.JegsMain
|0|3|3|3600|
● Linux（IPF）の場合
jcamain|/opt/jp1cons/bin/jcamain||0|3|3|3600|
evtcon|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.console.serve
r.mainconsole.EventConsoleServer|0|3|3|3600|
evflow|/opt/jp1cons/bin/evflow||0|3|3|3600|
jcsmain|/opt/jp1scope/bin/jcsmain||0|3|3|3600|
jcdmain|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:/var/opt/jp1cons/
log/jcdmain/javalog,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j64.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.eds.server.main.JedsMa
in|0|3|3|3600|
evgen|/opt/jp1cons/bin/jre/bin/
java|-Xmx512m,-Xms32m,-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace,-XX:Hita
chiJavaLogNumberOfFile=4,-XX:HitachiJavaLog:/var/opt/jp1cons/
log/evgen/javalog,-classpath,/opt/jp1cons/classes:.:/opt/
jp1cons/bin/jre/lib/rt.jar:/opt/jp1cons/classes/jciapi.jar:/opt/
jp1cons/classes/pdjdbc.jar:/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/
hntrlib2j64.jar,JP.co.Hitachi.soft.jp1.im.egs.server.main.JegsMa
in|0|3|3|3600|
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IM パラメーター定義ファイル
（jp1co_param_V7.conf）
形式
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER]
"SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT"=dword:値
"SEND_PROCESS_RESTART_EVENT"=dword:値

ファイル
jp1co_param_V7.conf（IM パラメーター定義ファイル）
jp1co_param_V7.conf.model（IM パラメーター定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Manager のプロセスの異常，また，異常終了からの自動復旧時に JP1 イベン
トを発行するかどうかを定義するファイルです。JP1/IM - Manager のプロセス，および
発行できる JP1 イベントは次のようになります。
● JP1/IM - Manager のプロセス
• イベントコンソールサービス（evtcon）
• イベントフロー制御サービス（evflow）
• 自動アクションサービス（jcamain）
• セントラルスコープサービス（jcsmain）
• インシデント登録サービス（jcdmain）
• 相関イベント発行サービス（evgen）
● 発行できる JP1 イベント
• イベント ID が 3F90 の JP1 イベント：プロセスが異常終了した場合に発行できる。
• イベント ID が 3F91 の JP1 イベント：プロセス起動時にタイムアウトした場合に
発行できる。
• イベント ID が 3F92 の JP1 イベント：異常終了したプロセスが再起動を完了した
場合に発行できる。
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プロセスの異常や異常終了からの自動復旧時に JP1 イベントを発行することにより，
JP1/IM - Manager 自身の障害を履歴管理できるようになります。このため，この定義
ファイルを使って，JP1 イベントを発行する設定にすることをお勧めします。
必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モデ
ルファイルをコピーして，内容を編集してください。

定義の反映時期
この定義ファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動
した後に有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER]
JP1/IM - Manager の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT"=dword: 値
値を「1」にすると，次の場合に JP1 イベントを発行します。
• プロセスが異常終了した場合（イベント ID が 3F90 の JP1 イベントが発行され
る）
• 起動時に起動通知がなく，タイムアウトした場合（イベント ID が 3F91 の JP1 イ
ベントが発行される）
デフォルトは「0」で JP1 イベントを発行しません。
JP1 イベントの詳細は，「4.2.2

JP1 イベントの詳細」を参照してください。

"SEND_PROCESS_RESTART_EVENT"=dword: 値
値を「1」にすると，次の場合に JP1 イベントを発行します。
• プロセス再起動の機能により，異常終了したプロセスの再起動が完了した場合
（イベント ID が 3F92 の JP1 イベントが発行される）
デフォルトは「0」で JP1 イベントを発行しません。
JP1 イベントの詳細は，「4.2.2

JP1 イベントの詳細」を参照してください。

定義例
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER]
"SEND_PROCESS_TERMINATED_ABNORMALLY_EVENT"=dword:0
"SEND_PROCESS_RESTART_EVENT"=dword:0
ファイルの終端が最下行の先頭になるようにしてください。
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システムプロファイル（.system）
形式
DESC_VERSION=1
:
[ServerDefine]
InvalidateTime = 1440
EventCount = イベントバッファー数
Debug = true
[End]
:
[RetryInfo]
RetryCount = リトライ回数
RetryInterval = リトライ間隔
[End]
[LocaleInformation]
Language=Japanese
[End]

ファイル
.system（システムプロファイル）
.system.model（システムプロファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥console¥profile¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥console¥profile¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/console/profile/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/profile/（クラスタ運用時）

説明
イベントコンソールの基本動作を定義するファイルです。
各マネージャーホスト（JP1/IM - Manager）に一つあり，イベントコンソールのシステ
ム環境（イベントバッファー数やイベント検索時のイベントサービスとの接続リトライ
回数など）についての環境情報を設定します。このプロファイルで設定した内容は，こ
のプロファイルがあるマネージャーホストに接続されているすべての JP1/IM - View に
影響します。

定義の反映時期
JP1/IM - Manager 起動時，または［システム環境設定］画面で［適用］ボタンを押した
ときに，その定義が有効になります。
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記述内容
EventCount = イベントバッファー数
イベントサービスからイベントを抽出してマネージャー上にバッファリングすると
きのイベント件数の上限を指定します。
指定できる値は 10 〜 2,000，デフォルトは 500 です。
RetryCount = リトライ回数
イベント検索時にイベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断され
た場合に自動的に再接続するリトライ回数を指定します。
指定できる値は 0 〜 100，デフォルトは 3 です。
RetryInterval = リトライ間隔
イベント検索時にイベントサービスと接続ができなかった，または接続が切断され
た場合に自動的に再接続するリトライ間隔をミリ秒単位で指定します。
指定できる値は 1 〜 86,400,000，デフォルトは 10,000 です。

注意事項
• 特別な理由がない場合は，［システム環境設定］画面で設定してください。
• システムプロファイルの内容はイベントコンソールの動作のすべてに影響するため，
操作にはご注意ください。また，説明していない属性および属性値については一切変
更しないでください。変更した場合，イベントコンソールの動作が不正になることが
あります。
• システムプロファイルを編集する前に，JP1/IM - View を終了させてください。
• システムプロファイルは，マネージャーごとにあります。そのため，ログインするマ
ネージャーを変更した場合は，その接続先のシステムプロファイルを変更する必要が
あります。
• .system ファイルの内容を変更する場合には，あらかじめバックアップを作成してか
ら変更されることをお勧めします。
• 属性値が範囲外など，システムプロファイルに誤りがある場合，イベントコンソール
は正しく動作しないことがあります。

定義例
DESC_VERSION=1
:
[End]
[ServerDefine]
InvalidateTime = 1440
EventCount = 500
Debug = true
[End]
:
[RetryInfo]
RetryCount = 3
RetryInterval = 10000
[End]
[LocaleInformation]
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Language=Japanese
[End]
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ユーザープロファイル（defaultUser | profile_
ユーザー名）
形式
DESC_VERSION=3
[DisplayItemContainer]
:
[DisplayItemInformation]
Visible=表示可否
AttrName=JP1イベント属性名
AttrOrder=並び順
ColumnSize=列幅
[End]
[End]
:
[UpdateMethodInformation]
:
Applet_ScrollBuffer=100
GetEventCount=画面更新時のイベント取得件数
[End]
[FilterDefine]
[FilterOptionContainer]
:
[End]
[End]
[FilterOptionContainer]
FilterName=SEARCH
ServerName=
Title=Search
Destination=TOFUTURE
DBSeqNumber=NOMATTER
LogConsole=true
Side=0
EventLimitNumber=イベント検索時のイベント取得件数
[End]
[End]
[End]
:
[End]
[End]

ファイル
defaultUser（デフォルトユーザープロファイル）
defaultUser.model（デフォルトユーザープロファイルのモデルファイル）
profile_ ユーザー名（各 JP1 ユーザー用ユーザープロファイル）

格納ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥console¥profile¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥console¥profile¥（クラスタ運用時）
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UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/console/profile/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/profile/（クラスタ運用時）

説明
イベントコンソールの画面表示に関する環境情報をユーザーごとに定義するファイルで
す。
マネージャーホスト上のユーザーごとにあり，イベントコンソールのユーザー環境（主
に画面表示に関する環境情報）を設定します。ユーザーごとのプロファイルは，JP1
ユーザー名に対応して「profile_ ユーザー名」という名称で作成されます。なお，
ユーザープロファイルにはすべてのユーザーのデフォルトとなる「defaultUser」プロ
ファイルが用意してあります。この「defaultUser」プロファイルを変更しておくと，
それ以降作成するユーザープロファイルは変更した「defaultUser」プロファイルを基
準にします。

定義の反映時期
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）に再ログインするとその定義が有効に
なります。

記述内容
[DisplayItemInformation] 〜 [End]
[DisplayItemInformation] 〜 [End] 内にイベントコンソール画面に表示する
JP1 イベントの属性を指定します。
[DisplayItemInformation] 〜 [End] で一つの定義ブロックとなります。定義
ブロックの内容は，
［イベントコンソール］画面の三つのページすべてに反映されま
す。定義ブロックを追加する場合は，[DisplayItemContainer] 〜 [End] の間
に挿入します。
[DisplayItemInformation] 〜 [End] で指定できるパラメーターを次に示しま
す。
Visible = 表示可否
AttrName で指定した属性の情報を表示するかどうかを指定します。表示可否
に「true」を指定した場合は，AttrName で指定した属性の情報が表示されま
す。表示可否に「false」を指定した場合は，AttrName で指定した属性の情
報は表示されません。なお，「false」を指定すると，
［ユーザー環境設定］画
面の「表示できる項目」に表示されます。
AttrName = B. 基本属性または E. 拡張属性
JP1 イベントの属性名を指定します。ここで指定した属性の情報がイベントコ
ンソール画面に表示されます。JP1 イベントの属性が基本属性の場合は「B. 属
性名」，拡張属性の場合は「E. 属性名」と指定します。
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設定可能な属性については「4.1

JP1 イベントの属性」を参照してください。

AttrOrder = 並び順
左から何列目に表示させるかを指定します。1 を指定すると，イベント一覧の
いちばん左側に表示されます。なお，ほかと同じ値は指定しないでください。
ColumnSize = 列幅
列の幅を指定します。指定できる値は，1 〜 1,000 です。
GetEventCount= 画面更新時のイベント取得件数
イベントコンソールの「最新情報に更新」や自動更新でのイベント取得件数を指定
します。
指定できる値は 1 〜 200，デフォルトは 20 です。
EventLimitNumber= イベント検索時のイベント取得件数
イベント検索を実行したときに，1 回のイベント検索で取得するイベントの件数を
設定します。指定できる値は 1 〜 2,000，デフォルトは 20 です。
なお，EventLimitNumber パラメーターはファイル内に複数定義されています。
[FilterOptionContainer] パラメーターの次の行に FilterName=SEARCH と記
述されているブロック内の EventLimitNumber パラメーターで，設定を変更して
ください。

注意事項
• ユーザープロファイルの内容はイベントコンソールの動作のすべてに影響するため，
操作にはご注意ください。また，説明していない属性および属性値については一切変
更しないでください。変更した場合，イベントコンソールの動作が不正になることが
あります。
• JP1/IM - View の動作中および終了時には，ユーザープロファイルが上書きされるこ
とがあります。このため，ユーザープロファイルを編集する場合は，編集する前に
JP1/IM - View を終了させてください。
• ユーザープロファイルは，マネージャーごとにあります。そのため，ログインするマ
ネージャーを変更した場合は，その接続先のプロファイルを変更する必要があります。
• defaultUser ファイルの内容を変更する場合には，あらかじめバックアップを作成
してから変更されることをお勧めします。
• JP1/Base のユーザー管理でユーザーを削除しても，ユーザープロファイルは削除され
ません。
• JP1/Base のユーザー管理でユーザー名を変更しても，ユーザープロファイルは引き継
がれません。
• 属性値が範囲外など，ユーザープロファイルに誤りがある場合，イベントコンソール
は正しく動作しないことがあります。

定義例
DESC_VERSION=3
[DisplayItemContainer]
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[DisplayItemInformation]
ValidTab=Serious
Visible=true
AttrName=E.DEALT
AttrOrder=0
Title=
ColumnSize=20
[End]
[DisplayItemInformation]
ValidTab=All
Visible=true
AttrName=E.SEVERITY
AttrOrder=1
Title=Event level
ColumnSize=100
[End]
:
[DisplayItemInformation]
ValidTab=All
Visible=false
AttrName=B.SOURCESEQNO
AttrOrder=-1
Title=SourceSeqNo
ColumnSize=180
[End]
[End]
:
[UpdateMethodInformation]
Type=1
AutoUpdate=true
Interval=5
Application_ScrollBuffer=500
Applet_ScrollBuffer=100
GetEventCount=20
[End]
[FilterDefine]
[FilterOptionContainer]
:
[End]
[End]
[FilterOptionContainer]
FilterName=SEARCH
:
Side=0
EventLimitNumber=20
[End]
[End]
[End]
:
[End]
[End]
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通信環境定義ファイル（console.conf.update）
形式
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥EVCONS]
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16進数値
[論理ホスト名¥JP1CONSOLE_CMD]
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16進数値
"COM_RETRY_COUNT"=dword:16進数値
"COM_RETRY_INTERVAL"=dword:16進数値
"COM_RMI_TIMEOUT"=dword:16進数値

ファイル
console.conf.update（通信環境定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥default¥
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/default/

説明
JP1/IM - Manager とビューアーホスト，jcochstat コマンドとの通信処理（タイムア
ウト時間）を定義するファイルです。
ビューアーホストと JP1/IM - Manager との通信で，ネットワークに低速の回線が使わ
れていたり，ビューアーホストの負荷が高かったりするときに，ビューアーの通信処理
でタイムアウトによる通信エラーが発生することがあります。このような場合，通信の
タイムアウト時間を変更することで通信エラーの発生を防げます。
また，ほかのマネージャーホストから jcochstat コマンドを使って自ホストの JP1 イ
ベントの対処状況を変更する場合にも，何らかの理由によって通信処理でタイムアウト
による通信エラーが発生することがあります。このような場合，通信のタイムアウト時
間や接続リトライ回数を変更することで通信エラーの発生を防げます。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動した後に有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥EVCONS]
イベントコンソールサービス環境設定のキー名称です。
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論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16 進数値
タイムアウト時間を 16 進数値で指定します。単位はミリ秒です。デフォルト値は
dword:000009C4（2,500 ミリ秒）です。
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLE_CMD]
jcochstat コマンド環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16 進数値
タイムアウト時間を 16 進数値で指定します。単位はミリ秒です。デフォルト値は
dword:0000EA60（60,000 ミリ秒）です。
"COM_RETRY_COUNT"=dword:16 進数値
通信エラーが発生したときのリトライ回数を 16 進数で指定します。デフォルト値は
dword:00000003（3 回）です。
"COM_RETRY_INTERVAL"=dword:16 進数値
リトライするまでの待ち時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。デフォル
ト値は dword:00000BB8（3,000 ミリ秒）です。
"COM_RMI_TIMEOUT"=dword:16 進数値
イベントの対処状況変更のタイムアウト時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒
です。指定できる値は 0000EA60 〜 0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，デ
フォルト値は dword:0000EA60（60,000 ミリ秒）です。
KAVB1205-E が頻繁に表示される場合，タイムアウト時間を長めに設定します。

注意事項
• JP1/IM - View（イベントコンソール）を使用している場合は，JP1/IM - View（イベ
ントコンソール）の通信環境定義ファイル（view.conf.update）も変更が必要で
す。
• WWW ページ版を使用している場合は，WWW ページ版動作定義ファイル
（console_ja.html）も変更が必要です。
• 必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モ
デルファイルをコピーして，内容を編集してください。

定義例
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥EVCONS]
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:000009C4
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLE_CMD]
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"COM_SO_TIMEOUT"=dword:0000EA60
"COM_RETRY_COUNT"=dword:00000003
"COM_RETRY_INTERVAL"=dword:00000BB8
ファイルの終端が最下行の先頭になるようにしてください。
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ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）
形式
[HEALTHCHECK]
ENABLE={true | false}
FAILOVER={true | false}
EVENT={true | false}
COMMAND=コマンド
[End]

ファイル
jcohc.conf（ヘルスチェック定義ファイル）
jcohc.conf.model（ヘルスチェック定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥health¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥health¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/health/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/health/（クラスタ運用時）

説明
ヘルスチェック機能を有効にするかどうかを定義するファイルです。ヘルスチェック機
能を有効に設定する場合，異常を検知したときに，JP1 イベントの発行および通知コマ
ンドの実行で，異常を通知するかどうかも定義できます。
この定義ファイルは，JP1/IM - Manager の動作する言語コードで記述してください。
この定義ファイルでヘルスチェック機能を有効に設定すると，JP1/IM - Manager の各プ
ロセスおよび自ホスト上の JP1/Base のイベントサービスが正常に動作しているかどうか
をチェックできます。
ヘルスチェック機能で異常を検知できるプロセスを次に示します。
• イベントコンソールサービス（java ※ 1）
• 自動アクションサービス（jcamain）
• イベントフロー制御サービス（evflow）
• インシデント登録サービス（java ※ 1）
• 相関イベント発行サービス（java ※ 1）
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• イベントサービス（jevservice）
これらのプロセスがハングアップ※ 2 や異常終了となった場合に，異常を検知し，JP1 イ
ベントを発行したり，設定した通知コマンドを実行したりして，オペレーターにプロセ
スの回復を促します。
注※ 1
イベントコンソールサービス，インシデント登録サービス，および相関イベント発
行サービスは java で動作しているため，プロセス名の表示は java になります。
それぞれの機能名は次のとおりです。
• イベントコンソールサービス：evtcon
• インシデント登録サービス：jcdmain
• 相関イベント発行サービス：evgen
注※ 2
プロセスのハングアップとは，デッドロックや無限ループなどが原因で，プロセス
が処理要求を受け付けなくなる状態です。

定義の反映時期
次の場合に，ヘルスチェック定義ファイルの設定が有効になります。
• JP1/IM - Manager を起動した場合
• jco_spmd_reload コマンドによりリロードをした場合

記述内容
ENABLE={true | false}
ヘルスチェック機能を有効にするかどうかを指定します。
「true」または「false」のどちらかを指定します。ヘルスチェック機能を有効に
する場合は「true」を，無効にする場合は「false」を指定します。デフォルトは
「false」です。
FAILOVER={true | false}
クラスタシステムを使用している場合に使用します。ヘルスチェック機能で異常を
検知した場合の JP1/IM - Manager の動作を「true」または「false」のどちらか
で指定します。デフォルトは「false」です。クラスタシステムを使用していない
場合には，デフォルトのままにしてください。
• Windows の場合
異常を検知したときに JP1/IM - Manager を停止する場合は「true」を，停止し
ない場合は「false」を指定します。ヘルスチェック機能で異常を検知したとき
に実行系サーバを停止することで，待機系サーバにフェールオーバーできます。
• UNIX の場合
異常検知した JP1/IM - Manager のプロセスを停止する場合は「true」を，停止
しない場合は「false」を指定します。ヘルスチェック機能で異常を検知したと
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きは，実行系サーバで JP1/IM - Manager を構成するプロセスを
jco_killall.cluster コマンドで強制的に終了することで，待機系サーバに
フェールオーバーできます。
EVENT={true | false}
ヘルスチェック機能で異常を検知した場合に，JP1 イベント（イベント ID：2012，
2013）を発行するかどうかを指定します。
「true」または「false」のどちらかを指定します。イベントを発行する場合は
「true」を，発行しない場合は「false」を指定します。
デフォルトは「true」です。なお，
「true」を指定すると，次の場合にも JP1 イベ
ント（イベント ID：2014）が発行されるようになります。
• ヘルスチェック機能が異常回復を検知した場合
JP1 イベントの詳細は，
「4.2.2

JP1 イベントの詳細」を参照してください。

COMMAND= コマンド
ヘルスチェック機能で異常を検知した場合に，実行する通知コマンドを指定します。
実行可能なコマンドの種類は次のとおりです。
コマンドを実行するホストが Windows の場合
• 実行形式ファイル (.com，.exe)
• バッチファイル (.bat)
• JP1/Script のスクリプトファイル (.spt)
（ただし .spt ファイルが実行可能なよう関連づけが設定されていること）
コマンドを実行するホストが UNIX の場合
• 実行形式ファイル（実行権限が付いていること）
• シェルスクリプト（実行権限が付いていること）
通知コマンドを定義する場合の注意事項を次に示します。
• 「COMMAND=」から改行コードまでを一つのコマンドとして定義します。
• 一つのコマンド定義の最大長は，1,023 バイトです。最大長のバイト数には，空白
を含みます。改行コードは含みません。なお，変数を指定する場合は，変数を展
開した文字列が 1,023 バイトを超えるときはコマンドを実行しません。その際，
統合トレースログに「KAVB8072-E 通知コマンド ( コマンド ) が実行できません
でした ：保守情報」を出力します。
• 変数を指定する場合は，変数を「$」に続けて指定します。指定できる変数を次に
示します。
表 3-7 ヘルスチェック定義ファイルに指定できる変数
変数名
HCHOST
HCFUNC
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異常が発生したホスト名
異常が発生した機能名
（evflow，jcamain，evtcon，jcdmain，evgen または jevservice）
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変数名

内容

HCPNAME

異常が発生したプロセスのプロセス名
（evflow，jcamain，evtcon，jcdmain，evgen または jevservice）

HCPID

異常が発生したプロセスのプロセス ID
（evflow，jcamain，evtcon，jcdmain，evgen または jevservice
※

のプロセス ID）

HCDATE

異常が発生した日付（yyyy/mm/dd）

HCTIME

異常が発生した時刻（hh:mm:ss）

注※

jevservice で異常が発生した場合は，-1 に置き換わります。

• 通知コマンドは，必ず終了するコマンドを設定してください。バッチファイル
（Windows）またはシェルスクリプト（UNIX）を設定する場合は，必ず exit 0
で終了するようにしてください。終了しないコマンドや GUI が起動するコマンド
を指定した場合，実行した通知コマンドのプロセスが残ってしまいます。
• COMMAND に指定された通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行環境を引き継
ぎます。
• 通知コマンドは，JP1/IM - Manager の実行権限（Windows：SYSTEM ユーザー，
UNIX：root）で実行されます。
• COMMAND に指定する通知コマンドは，フルパスで指定してください。
また，設定した通知コマンドが正常に動作するかどうかは，jcohctest コマンドを
使って十分にテストしてください。jcohctest コマンドについては，
「jcohctest」
（2.

コマンド）を参照してください。

• デフォルトは指定なしの「COMMAND=」で，通知コマンドを実行しません。
•「$」を指定したい場合は「$$」と指定してください。

注意事項
• ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）を削除した場合は，ヘルスチェック定
義ファイルのモデルファイル（jcohc.conf.model）を jcohc.conf の名称でコ
ピーし，必要に応じて，定義を変更してください。
• セントラルスコープサービス（jcsmain）はヘルスチェック機能で監視できません。

定義例
ヘルスチェック機能で異常を検知した場合に，JP1 イベントを発行し，通知コマンド
jcohc01.exe を実行します。

[HEALTHCHECK]
ENABLE=true
FAILOVER=false
EVENT=true
COMMAND=C:¥Command¥jcohc01.exe
[End]
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WWW ページ版動作定義ファイル
（console_ja.html）
形式
<html>
<head>
<title>JP1/Integrated Management - View</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=SHIFT_JIS">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#000000" vlink="#000000"
alink="#000000" >
:
<param name="LANGUAGE" value="JAPANESE">
<param name="PORT" value="ポート番号">
<param name="SO_TIMEOUT" value="ソケットタイムアウト値">
<param name="TRACE_LEVEL" value="30">
<param name="DEBUG" value="NO">
<param name="RMI_TIMEOUT" value="サーバ処理タイムアウト値">
</applet>
</font>
</body>
</html>

ファイル
console_ja.html（WWW ページ版動作定義ファイル）
console_ja.html.model（WWW ページ版動作定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥www¥
UNIX の場合
/opt/jp1cons/www/

説明
WWW ページ版の JP1/IM - View を起動する際に使用するファイルです。このファイル
を編集することで WWW ページ版の JP1/IM - View の動作（通信タイムアウト値や使用
するポート番号の設定）を設定できます。
ビューアーホストと JP1/IM - Manager との通信で，ネットワークに低速の回線が使わ
れていたり，ビューアーホストの負荷が高かったりするときに，ビューアーの通信処理
でタイムアウトによる通信エラーが発生することがあります。このような場合，通信の
タイムアウト時間を変更することで通信エラーの発生を防げます。
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また，JP1/IM - Manager で使用するポート番号（20115）を変更した場合には JP1/IM Manager と接続する際に使用するポート番号も変更する必要があります。

定義の反映時期
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）に再ログインすると，有効になります。

記述内容
<param name="PORT" value=" ポート番号 ">
イベントコンソール用のポート番号（jp1imevtcon）をデフォルトの「20115」か
ら変更した場合に変更します。デフォルト値は 20115 です。
<param name="SO_TIMEOUT" value=" ソケットタイムアウト値 ">
受信データの到着待ち時間（ソケットタイムアウト値）を指定します。単位はミリ
秒です。デフォルト値は 2,500 ミリ秒です。
低速回線や，イベントトラフィックが高い環境の場合は長めに設定します。
<param name="RMI_TIMEOUT" value=" サーバ処理タイムアウト値 ">
ログイン，ログアウト，自動更新，イベントの状態の変更，イベント検索，ユー
ザー環境設定，重要イベント設定，自動アクション設定，フィルター設定，コマン
ド実行操作のタイムアウト時間（サーバ処理タイムアウト値）を指定します。単位
はミリ秒です。
指定できる値は 60,000 〜 3,600,000 ミリ秒，デフォルト値は 60,000 ミリ秒です。

注意事項
• ここで説明していないパラメーターの値は変更しないでください。
• HP-UX(IPF) 対応の JP1/IM - Manager では WWW ページ版の JP1/IM - View をサ
ポートしていません。このため，HP-UX(IPF) 対応の JP1/IM - Manager には，ここ
で説明している WWW ページ版動作定義ファイル，および格納先ディレクトリは存在
しません。

定義例
<!-- Copyright(C)2003,Hitachi,LTD. -->
<html>
<head>
<title>JP1/Integrated Management - View</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=SHIFT_JIS">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#000000"
vlink="#000000" alink="#000000" >
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700"
align="center">
<tr>
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<td><img src="image/login/splash.gif" width="700" height="324"></
td>
</tr>
</table>
<font size="3">
<applet code="JP/co/Hitachi/soft/jp1/im/console/client/start/
JCoViewApplet.class" archive="jcoview.jar,hntrlib2j.jar" width="0"
height="0">
<param name="LANGUAGE" value="JAPANESE">
<param name="PORT" value="20115">
<param name="SO_TIMEOUT" value="2500">
<param name="TRACE_LEVEL" value="30">
<param name="DEBUG" value="NO">
<param name="RMI_TIMEOUT" value="60000">
</applet>
</font>
</body>
</html>

388

イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）

イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）
形式
DESC_VERSION=ファイルバージョン
[EV_GUIDE_イベントガイド番号]
EV_COMP=属性名:属性値
EV_GUIDE=イベントガイドメッセージ
[END]
[EV_GUIDE_イベントガイド番号]
EV_COMP=属性名:属性値
EV_COMP=属性名:属性値
EV_FILE=イベントガイドメッセージファイル名
[END]
:

ファイル
sample_jco_guide.txt（イベントガイド情報ファイルのサンプルファイル）
sample_jco_guide.txt.model（イベントガイド情報サンプルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Consoleパス¥conf¥guide¥
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥guide¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/guide/
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/guide/（クラスタ運用時）

説明
JP1 イベントに対して，イベントガイド情報を定義するファイルです。このファイルで
記述した内容は，JP1/IM - View の［イベント詳細］画面に表示されます。
イベントガイド情報ファイルの最大サイズは，1 メガバイトです。
イベントガイド情報ファイルは，JP1/IM - Manager の動作する言語コードで記述してく
ださい。
なお，イベントガイド情報ファイルは，jco_guide.txt というファイル名で作成する
必要があります。サンプルファイル (sample_jco_guide.txt) をコピーし，ファイル
名を jco_guide.txt に変更してから使用するようにしてください。また，格納先の
ディレクトリは，サンプルファイルと同じディレクトリにしてください。

定義の反映時期
イベントガイド情報ファイルを編集後，JP1/IM - Manager を再起動するか，
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jco_spmd_reload コマンドを実行したときから有効になります。なお，JP1/IM - View
でのログイン時，［イベント詳細］画面にイベントガイド情報の表示領域がない場合，定
義を有効にしたあと再ログインすることで，表示領域が表示されます。
イベントガイドメッセージファイルを編集した場合は，［イベント詳細］画面を表示し直
すことで，編集内容が更新されます。

記述内容
DESC_VERSION= ファイルバージョン
イベントガイド情報ファイルの形式のバージョンを表しています。指定する値は 1
です。
[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ]
イベントガイド情報の開始タグです。[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] 〜 [END]
で一つの定義ブロックとなります。このパラメーターと [END] の間に［イベント詳
細］画面への表示対象となる JP1 イベントの比較条件および表示するメッセージを
記述します。イベントガイド番号は，1 〜 9999 の数字を 10 進数で指定します。
複数の定義ブロックがある場合でも順序性を持たせる必要はありませんが，同一の
イベントガイド番号を指定するとエラーになり，定義ブロックが無効になります。
なお，[EV_GUIDE_1] と [EV_GUIDE_0001] は異なります。
EV_COMP= 属性名 : 属性値
このパラメーターは，JP1 イベントを比較する属性の数だけ記述します。複数記述
した場合は，AND 条件になります。例えば，EV_COMP パラメーターを二つ以上指
定した場合，すべての条件が成立したときにだけ，イベントガイドメッセージを
［イベント詳細］画面に表示します。
なお，EV_COMP に指定できる条件は 100 件までです。EV_COMP を二つ以上指定す
る場合の例については，以降の定義例を参照してください。
属性名
以下の属性を指定できます。
• JP1 イベントの基本属性：指定する場合「B. 属性名」と指定します。
• JP1 イベントの拡張属性：指定する場合「E. 属性名」と指定します。
なお，登録要因 (B.REASON)，コードセット (B.CODESET) は指定できません。
属性値
属性名で指定した属性の内容を正規表現で記述します。正規表現の詳細につい
てはマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

付録 G 正規表現」を参照してください。

デフォルトでは，指定した正規表現と JP1 イベントの属性値全体を比較し，完
全に一致した場合だけ条件が成立します。
部分一致にしたいときは，次の共通定義情報を定義した任意のファイルを引数
に jbssetcnf コマンドを実行したあと，定義を有効にするため，JP1/IM -
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Manager を再起動してください。定義ファイル作成時にはファイルの終端が最
下行の先頭になるようにしてください。
• 物理ホストの場合
［JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER］
"GUIDE_EV_COMP"="find"
• 論理ホストの場合
［論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER］
"GUIDE_EV_COMP"="find"
定義内容を完全一致（デフォルト）に戻す場合は，共通定義情報
"GUIDE_EV_COMP" の値に "match" を指定してください。
共通定義情報の設定がない場合や，値が不正な場合は "match" を仮定し完全一
致で動作します。
なお，この共通定義情報はインストール直後の状態では設定されていません。
EV_GUIDE= イベントガイドメッセージ
イベントガイドメッセージには，イベントガイドとして表示したい文字列を 1 行で
記述します。指定した文字列は，［イベント詳細］画面のイベントガイド情報が表示
される領域（［メッセージ］の下の［ガイド］
）に表示されます。
なお，このパラメーターは，[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] と [END] の間に
一つしか記述できません。
メッセージ中に ¥ を記述する場合は ¥¥，$ を記述する場合は ¥$ と記述します。メッ
セージに改行を入れる場合は，¥n と記述します。
また，イベントガイドメッセージでは，HTML タグを使ったり，JP1 イベントの属
性を変数として記述したりすることもできます。
• HTML タグの記述
HTML タグを記述すれば，
［イベント詳細］画面に表示されるイベントガイド
メッセージを HTML 形式で表示できます（記述できる HTML タグは EV_FILE
の説明文にある「表 3-10 イベントガイドメッセージとして使用できる HTML タ
グ」を参照のこと）
。
• JP1 イベントの属性を変数として記述
メッセージ中に「$B. 属性名△」
，「$E. 属性名△」を指定した場合，JP1 イベン
トの属性名に対応する属性値がメッセージとして展開されます（△は半角スペー
スを表す）
。ただし，登録要因 (B.REASON)，コードセット (B.CODESET) は指定で
きません。また，対応する属性が存在しない場合は空に置き換えられます。
メッセージ中に指定できる属性名を，次表に一覧で示します。なお，JP1 イベン
トの属性についての詳細は，
「4.1 JP1 イベントの属性」を参照してください。
表 3-8 メッセージ中に指定できる属性名の一覧
JP1 イベントの属性
基本属性

イベント DB 内通し番号

メッセージ中の記述
B.SEQNO
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JP1 イベントの属性

拡張属性

注※

メッセージ中の記述

イベント ID

次の 2 とおり
1. B.ID
2. B.IDBASE

発行元プロセス ID

B.PROCESSID

登録時刻

B.TIME

到着時刻

B.ARRIVEDTIME

発行元ユーザー ID

B.USERID

発行元グループ ID

B.GROUPID

発行元ユーザー名

B.USERNAME

発行元グループ名

B.GROUPNAME

発行元イベントサーバ名

B.SOURCESERVER

送信先イベントサーバ名

B.DESTSERVER

発行元イベント DB 内通し番号

B.SOURCESEQNO

メッセージ

B.MESSAGE

重大度

E.SEVERITY

ユーザー名

E.USER_NAME

プロダクト名

E.PRODUCT_NAME

オブジェクトタイプ

E.OBJECT_TYPE

オブジェクト名

E.OBJECT_NAME

登録名タイプ

E.ROOT_OBJECT_TYPE

登録名

E.ROOT_OBJECT_NAME

オブジェクト ID

E.OBJECT_ID

事象種別

E.OCCURRENCE

開始時刻

E.START_TIME

終了時刻

E.END_TIME

終了コード

E.RESULT_CODE

上記以外の拡張属性

E.xxxxxx ※

各 JP1 製品固有の拡張属性も使用できます。例えば，JP1/AJS2 のジョブの実行ホストは，

E.C0 です。製品固有の拡張属性についての詳細は，JP1 イベントを発行する各製品のマニュアルを
参照してください。

なお，イベントガイドメッセージに記述する文字数は 196,608 文字以内にしてくだ
さい。196,608 文字よりも長く記述した場合，196,609 文字以降のメッセージは，
［イベント詳細］画面に表示されません。
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EV_FILE= イベントガイドメッセージファイル名
イベントガイドメッセージファイル名には，［イベント詳細］画面に表示されるイベ
ントガイドメッセージの内容を記述したファイルの名称をフルパスで指定します。
このパラメーターは，[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] と [END] の間に一つし
か記述できません。なお，このパラメーターを省略した場合は，次のファイルを指
定したと仮定します。
表 3-9 省略時に仮定されるイベントガイドメッセージファイル
OS
Windows

仮定されるイベントガイドメッセージファイル名
Console パス ¥conf¥guide¥EV_GUIDE_ イベントガイド番号 .txt
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥guide¥EV_GUIDE_ イベントガイド番号 .txt

UNIX

/etc/opt/jp1cons/conf/guide/EV_GUIDE_ イベントガイド番号 .txt
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/guide/EV_GUIDE_ イベントガイド番号 .txt

ファイル名は，パスを含めて 1,024 文字以内にしてください。1,024 文字を超えた場
合，JP1/IM - Manager の起動時または JP1/IM - View からのイベントガイドメッ
セージファイル呼び出し時にエラーとなります。
ガイドメッセージファイルとして指定できるファイルの名称，拡張子はユーザー任
意です。ファイル名称には管理しやすい名称を，拡張子は表示するイベントガイド
メッセージが TXT 形式であれば .txt を，HTML 形式であれば .html，.htm を使
用することをお勧めします。
（例）jco_guidemes001_AJS2.txt，または jco_guidemes001_AJS2.htm
イベントガイドメッセージファイル
イベントガイドメッセージファイルには，
［イベント詳細］画面から表示させた
い情報を TXT 形式または HTML 形式で記述します。記述できる内容は，イベ
ントガイド情報ファイルの EV_GUIDE で記述できる内容と同じです。つまり，
HTML タグを使用したり，JP1 イベントの属性を変数として記述したりできま
す。
なお，1 行でメッセージを記載する EV_GUIDE と違い，イベントガイドメッ
セージファイルの場合，改行を挿入して体裁を整えることができます。
作成したイベントガイドメッセージファイルは，任意のフォルダに格納できま
す。
イベントガイドメッセージファイルの最大サイズは，1 メガバイトです。1 メガ
バイトを超えた場合，JP1/IM - View の［イベント詳細］画面からのイベントガ
イドメッセージファイル読み込み時にエラーとなります。
HTML 形式のイベントガイドメッセージファイルを作成する場合に使用できる
HTML タグおよび属性を次に示します。なお，このほかの HTML タグについ
ては動作保証していません。
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表 3-10

イベントガイドメッセージとして使用できる HTML タグ

タグ

属性

説明

HTML

−

HTML 文章であることを宣言します。このタグ
は必須です。

HEAD

−

HTML 文章のヘッダーを宣言します。
このタグは必須です。

BODY

−

HTML 文章の本文を宣言します。
このタグは必須です。

A

HREF="URL"

−

H1，H2，H3，
H4，H5，H6
FONT

リンク先 URL を指定します。相対パスおよび
「mailto:」で始まる URL は動作保証されませ
ん。
ここで指定したリンクは［イベント詳細］画面
（HTML 形式）に表示されます。クリックすると
WWW ブラウザーが起動し，指定した URL にア
クセスできます。
見出しを指定します。

SIZE=" 文字サイズ "

文字サイズを指定します。指定できる値は 1 〜 7
です。

COLOR=" 文字色 "

文字色を指定します。指定できる色は次の 16 色
です。
black，silver，gray，white，maroon，
red，purple，fuchsia，green，lime，
olive，yellow，navy，blue，teal，aqua
これ以外の文字色は動作保証されません。

B

−

文字を太字にします。

I

−

文字を斜体にします。

HR

−

罫線を引きます。

BR

−

強制的に改行します。

（凡例） −：なし
[END]
イベントガイド情報の終了タグです。小文字，大文字の区別はしません。

注意事項
• イベントガイド情報ファイルのファイル名は，jco_guide.txt で作成します。
EV_FILE パラメーターで指定するファイル（イベントガイドメッセージファイル）と
異なり，ファイル名は任意ではないため，注意してください。
• # を指定した場合，# 以降は改行されるまでコメント扱いとなります。ただし，開始
タグ，属性情報，終了タグの後方にコメントを記述することはできません。開始タグ
と終了タグの後方にコメントを記述した場合は，エラーとなります。また，属性値の
後方にコメントを書いた場合は，属性値の一部として認識されます。
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• 発行された JP1 イベントに対して，複数のイベントガイド情報が一致する場合，イベ
ントガイド情報ファイルで先に記述してある方が有効になります。
• EV_COMP パラメーターの属性名にイベント ID を指定する場合には，B.ID と
B.IDBASE のどちらかを指定できます。B.ID の場合は属性値を基本部 : 拡張部の 16
桁で，B.IDBASE の場合は基本部 8 桁で記述します。
（例）
• EV_COMP=B.ID:00004107:00000000
• EV_COMP=B.IDBASE:00004107
• 正規表現には拡張正規表現を使用します。
• EV_GUIDE_ イベントガイド番号タグ内の文字列は一意にしてください。不正な文字
列がある場合は，ログを出力して，該当個所を無視して処理します。
• EV_GUIDE_ イベントガイド番号タグ内に記述できる属性以外が記述されている場合
は，該当個所を無視して処理します。
• ¥ を記述する場合，¥¥ と記述する必要がありますが，¥n および ¥$ 以外に ¥ を記述して
いた場合は，ログを出力して，¥ を記述した行を無視して処理します。
• EV_GUIDE= イベントガイドメッセージと EV_FILE= イベントガイドメッセージファ
イル名を同時に指定した場合，EV_FILE= イベントガイドメッセージファイル名の記
述が優先されます。
• イベントガイド情報ファイル，イベントガイドメッセージファイルに記述されている
HTML の構文チェックは行われません。

定義例
# JP1/IM-CC Guide Information File.
DESC_VERSION=1
[EV_GUIDE_001]
EV_COMP=B.ID:00004107:00000000
EV_COMP=E.SEVERITY:Error
EV_GUIDE=ジョブが異常終了しました。¥n$E.C0 のホストで異常が発生していないか
確認してください。
[END]
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対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf）
形式
[PROCESSUPDATE]
PROCESS_UPDATE_EVENT_OPTION={true | false}
[End]

ファイル
processupdate.conf（対処状況イベント定義ファイル）
processupdate.conf.model（対処状況イベント定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥processupdate¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥processupdate¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/processupdate/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/processupdate/（クラスタ運用時）

説明
対処状況を変更したときに JP1 イベントを発行するかどうかを定義するファイルです。

定義の反映時期
次の場合に，対処状況イベント定義ファイルの設定が有効になります。
• JP1/IM - Manager を起動した場合

記述内容
PROCESS_UPDATE_EVENT_OPTION={true | false}
対処状況変更時に JP1 イベント（イベント ID：3F11）を発行するかどうかを指定
します。なお，大文字小文字は区別しません。
true を指定すると対処状況変更時に JP1 イベントを発行します。
false を指定すると対処状況変更時に JP1 イベントを発行しません。デフォルトは
false です。
省略した場合や値が不正な場合は false が仮定されます。
JP1 イベントの詳細は，
「4.2.2
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注意事項
• JP1 イベントの発行設定をすると，対処された JP1 イベント一つに対し，3F11 の
JP1 イベントが一つ発行されるようになります。例えば，［イベントコンソール］画面
の［重要イベント］ページで JP1 イベントを複数選択し，対処状況を変更した場合
は，その対処状況を変更した JP1 イベント数分，3F11 の JP1 イベントが発行されま
す。
大量の JP1 イベントの対処状況をまとめて変更する運用をされている場合はこの機能
を有効にしないでください。
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相関イベント発行システムプロファイル
（egs_system.conf）
形式
VERSION=1
START_OPTION={cold | warm}

ファイル
egs_system.conf（相関イベント発行システムプロファイル）
egs_system.conf.model（相関イベント発行システムプロファイルのモデルファイ
ル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥evgen¥profile¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥evgen¥profile¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/evgen/profile/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/evgen/profile/（クラスタ運用時）

説明
相関イベント発行サービスの起動時および停止時の動作を定義するファイルです。

定義の反映時期
次の場合に，相関イベント発行システムプロファイルの設定が有効になります。
• JP1/IM - Manager を起動した場合
• jco_spmd_reload コマンドでリロードをした場合

記述内容
VERSION=1
ファイルのバージョンを表しています。編集不要です。省略した場合や 1 以外の数
値を指定した場合は，VERSION=1 が仮定されます。
START_OPTION={cold | warm}
相関イベント発行サービスの起動オプションです。
起動時および停止時の動作を決めるための値を指定します。値に指定できるのは，
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cold と warm の二つです。デフォルトは cold です。大文字小文字は区別されませ
ん。省略した場合や値が不正な場合は cold が仮定されます。
cold，warm それぞれを指定した場合の相関イベント発行サービスの動作を起動時，
停止時に分けて次の表に示します。用途に合わせて値を変更してください。
表 3-11 起動オプションの違いによる相関イベント発行サービス起動時・停止時の動作
の違い
起動オプ
ション

相関イベント発行サービスの動作
起動時の動作※ 1

cold

前回停止時の起動オプションが cold
の場合：
相関イベント発行サービスが起動した
あとに登録された JP1 イベントから，
発行処理の対象とする。

停止時の動作
発行処理中の相関イベントをすべて不
成立にして，相関イベント発行履歴
ファイルに出力する。

前回停止時の起動オプションが warm
の場合：
発行処理中の相関イベントをすべて不
成立にして，相関イベント発行サービ
スが起動したあとに取得した JP1 イ
ベントから，発行処理の対象とする。
warm

前回停止時の起動オプションが cold
の場合：
相関イベント発行サービスが前回停止
時に取得した JP1 イベントの続きか
ら発行処理の対象とする。

停止前の最後に取得した JP1 イベント
の情報，発行処理の内容，および相関
イベントの発行定義の内容を内部ログ
に出力・保管する。

前回停止時の起動オプションが warm
の場合：
前回停止時の相関イベントの発行処理
の内容を引き継ぎ，前回停止時に取得
した JP1 イベントの続きから発行処
理の対象とする。※ 2

注※ 1
相関イベント発行サービスが初めて起動するときは，起動オプションの値に関係なく次のよう
に動作します。
・相関イベント発行サービス起動後に登録された JP1 イベントから取得を開始する。
・相関イベント発行定義を読み込み，定義に従って処理を開始する。
なお，デフォルトでは，相関イベント発行定義が設定されていないため，相関イベントは発行
されません。
注※ 2
JP1/IM - Manager の停止時と次の起動時で相関イベント発行定義が異なる場合，発行処理中の
相関イベントはすべて不成立になります。いったん，内容がクリアされたあとは，前回停止時
に取得した JP1 イベントの続きから，発行処理の対象になります。

JP1/IM - Manager をクラスタシステムで運用する場合には warm に設定を変更して
ください。
フェールオーバー時には，JP1/IM - Manager 停止→ JP1/Base 停止→ JP1/Base 起
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動→ JP1/IM - Manager 起動，の順に製品の停止・起動処理が行われます。cold の
設定状態でフェールオーバーした場合，JP1/IM - Manager 停止→ JP1/Base 停止の
間に発生した JP1 イベントや JP1/Base 起動→ JP1/IM - Manager 起動の間に発生
した JP1 イベントを取得できません。このため，cold 設定のままだと，発行処理
の対象となる JP1 イベントを取り漏らすことがあります。
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相関イベント発行定義ファイル
形式
VERSION={1 | 2}
#コメント文
[発行条件名]
TARGET=相関の対象範囲の絞り込み条件
CON=イベント条件
TIMEOUT=タイムアウト時間
TYPE=イベント相関タイプ
SAME_ATTRIBUTE=同一属性値条件
CORRELATION_NUM=同時相関数
SUCCESS_EVENT=相関成立イベント
[発行条件名]
TARGET=相関の対象範囲の絞り込み条件
CON=イベント条件
TIMEOUT=タイムアウト時間
TYPE=イベント相関タイプ
SAME_ATTRIBUTE=同一属性値条件
CORRELATION_NUM=同時相関数
SUCCESS_EVENT=相関成立イベント
:

ファイル
任意のファイルを使用します。ただし，次の制限があります。
• 拡張子は .conf としてください。
• ファイル名に使用できる文字は，半角英数字とアンダーバー「_」だけです。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
相関の対象とする JP1 イベントの条件，および条件成立時に発行する相関イベントを定
義するファイルです。このファイルは，JP1/IM - Manager の動作する言語コードで記述
してください。

定義の反映時期
jcoegschange コマンドで相関イベント発行定義を反映したあとに有効になります。
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記述内容
VERSION={1 | 2}
相関イベント発行定義ファイルのバージョンです。
1 または 2 を指定します。
1 を指定すると，次のパラメーターを指定できません。ここで説明しているすべて
のパラメーター指定したい場合，2 を指定してください。
表 3-12

指定できないパラメーター一覧
バージョン

1

パラメーター名
TARGET
SAME_ATTRIBUTE
CORRELATION_NUM

2

なし

値の前に 0 を指定した場合，0 は無視されます。例えば，VERSION=0001 と
VERSION=1 は同じ意味です。省略した場合は，VERSION=1 が仮定されます。
1 または 2 以外の値を指定した場合，定義不正になります。また，VERSION を複数
指定した場合は，定義不正になります。
# コメント文
# で始まる行は，コメント扱いとなります。
[ 発行条件名 ]
相関イベント発行条件の定義ブロックの開始タグです。[ 発行条件名 ] から，次の
[ 発行条件名 ] の直前までが一つの定義ブロックになります。省略できません。相
関イベント発行条件は 1,000 件まで定義できます。1,000 件を超えて定義した場合，
定義不正となります。
発行条件名は [ ]（半角角括弧）で囲って指定します。発行条件名には，半角英数
字，-（ハイフン）
，_（アンダーバー）および /（スラッシュ）が使用できます。指
定できる文字数は，1 文字以上 32 文字以下です。
また，大文字，小文字は区別されます。例えば，
［JP1_HAKKOUZYOUKEN］と
［jp1_hakkouzyouken］は別の定義になります。
なお，相関イベント発行定義ファイル内で，同じ発行条件名は使用できません。同
じ発行条件名を定義した場合，ファイル内で先に記述してある方が有効になります。
また，
「IM_」で始まる発行条件名は指定できません。指定した場合，定義不正にな
ります。
「IM_」の大文字・小文字は区別されません。
[ 発行条件名 ] の横には発行条件のコメントを付けられます。コメントを付ける場
合は，[ 発行条件名 ]# 発行条件のコメントと記述します。
TARGET= 相関の対象範囲の絞り込み条件
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相関イベントの発行処理の対象とする JP1 イベントの範囲を絞り込みたいときに定
義します。省略すると，取得したすべての JP1 イベントが相関イベントの発行処理
の対象になります。
1 件の相関イベント発行条件に指定できる相関の対象範囲の絞り込み条件は一つだ
けです。複数定義した場合，定義不正となります。
形式を次に示します。
TARGET= イベント属性条件 1［, イベント属性条件 2…］
イベント属性条件を複数指定する場合，「,」
（半角コンマ）で区切ります。複数指定
すると，それぞれのイベント属性条件は AND 条件となります。複数指定したイベ
ント属性条件がすべて成立する JP1 イベントが発行された場合に，条件が成立しま
す。
イベント属性条件は次の形式で指定します。
属性名 比較条件 属性値
イベント属性条件の設定項目を次に示します。
表 3-13
項
番
1

イベント属性条件の設定項目
設定項目

属性名

説明
JP1 イベントの基本属性または拡張属性を指定します。基本属性には「B.」
を，拡張属性には「E.」を付けます。例えば，メッセージを指定する場合
「B.MESSAGE」と指定します。
拡張属性を指定する場合，「E.」のあとの文字列は，32 バイト以内で指定し
ます。なお，次の入力規則があります。
• 先頭は大文字の半角英字
• 2 バイト目以降は大文字の半角英数字，または _（アンダーバー）
指定できる属性名については，
「表 3-14」を参照してください。

2

比較条件

使用できる比較条件は次のとおりです。これ以外のものを指定すると定義不
正となります。
比較条件：意味
• == ：と一致する
• != ：と一致しない
• ^= ：から始まる
• >= ：を含む
• <= ：を含まない
• *=

：正規表現※

注※ 使用できる正規表現については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 付録 G 正規表現」を
参照してください。
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項
番
3

設定項目

属性値

説明

属性値には比較する値を指定します。属性値に指定できる文字数は最大
1,023 バイトです。1,023 バイトを超えると定義不正となります。
なお，イベント属性条件を複数指定する場合は，指定できる文字数が，全条
件の属性値の合計で最大 1,280 バイトになります。1,280 バイトを超えると
定義不正となります。
例えば，イベント属性条件を五つ設定した場合，その五つの属性値の合計を
1,280 バイト以内にする必要があります。
属性値を複数定義する場合は ;（セミコロン）で属性値を区切ります。な
お，属性値の間に ;（セミコロン）が連続してあっても一つの ;（セミコロ
ン）とみなします。例えば，B.ID==A;;;;;B と B.ID==A;;B は同じで
す。
例：E.XXX==A;B と設定したとき，E.XXX が A または B と一致したとき
に条件が成立します。
,（半角コンマ）
，空白，;（セミコロン）を属性値として使用する場合は "
（ダブルクォーテーション）で囲みます。
"（ダブルクォーテーション）
，¥（半角エンマーク）を属性値として使用す
る場合は直前に ¥（半角エンマーク）を付けます。

• 一つの属性名に対して，属性値を複数指定した場合，次に示す例のように条件が
成立します。
例 1：E.xxx==A;B と指定した場合，E.xxx が A または B のどちらか一方に一致
したときに条件が成立します。
例 2：E.xxx!=A;B と指定した場合，E.xxx が A または B の両方に一致しないと
きに条件が成立します。
例 3：E.xxx^=A;B と指定した場合，E.xxx が A または B のどちらかで始まると
きに条件が成立します。
例 4：E.xxx>=A;B と指定した場合，E.xxx が A または B のどちらかを含むとき
に条件が成立します。
例 5：E.xxx<=A;B と指定した場合，E.xxx が A または B の両方を含まないとき
に条件が成立します。
例 6：E.xxx*=A;B と指定した場合，E.xxx が A または B のどちらかの正規表現
に一致したときに条件が成立します。
• 一つのイベント属性条件に，同一の属性名を複数指定する場合，次のような組み
合わせは定義不正になりますので，注意してください。
・絶対に一致しない組み合わせ
メッセージ (B.MESSAGE) が KAVB で始まり，メッセージが KAVB を含まない
・冗長な組み合わせ
メッセージ (B.MESSAGE) が KAVB で始まり，メッセージが KAVB を含む
• 属性名，比較条件，および属性値の間，セミコロンで区切って指定した属性値の
両端，またはイベント属性条件の両端に指定された空白（半角スペースと ASCII
コード 0x01 〜 0x1F の文字）は無視されます。
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例：メッセージが「KAJVxxxx-I △実行しました」または Error と一致する条件
次の△部分に空白がある場合，無視されます。
△ B.MESSAGE △ == △ "KAJVxxxx-I △実行しました "; △ Error △
上記の例と同じ意味になる指定方法の例を示します。
B.MESSAGE==KAJVxxxx-I △実行しました ;Error
B.MESSAGE=="KAJVxxxx-I △実行しました ";Error
• 属性名にイベント ID（B.ID）を指定する場合は，比較条件は完全一致（==）し
か使用できません。

相関の対象範囲の絞り込み条件に指定できる属性名の一覧を次に示します。
表 3-14

相関の対象範囲の絞り込み条件に指定できる属性名の一覧

項番

属性名

項目

1

B.SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名

2

B.DESTSERVER

送信先イベントサーバ名

3

B.MESSAGE

メッセージ

4

B.ID

イベント ID

5

B.REASON

登録要因

6

B.USERID

発行元ユーザー ID

7

B.GROUPID

発行元グループ ID

8

B.USERNAME

発行元ユーザー名

9

B.GROUPNAME

発行元グループ名

10

E.xxxxxxx ※

拡張属性（共通情報・固有情報）

注※
各 JP1 製品固有の拡張属性も使用できます。例えば，JP1/AJS2 のジョブの実
行ホストは，E.C0 です。製品固有の拡張属性についての詳細は，JP1 イベント
を発行する各製品のマニュアルを参照してください。
CON= イベント条件
相関イベントの発行処理の対象，または対象外とする JP1 イベントの条件を定義し
ます。イベント条件は複数指定できます。また，1 件の相関イベント発行条件内に
少なくとも 1 件以上定義する必要があります。イベント条件は 10 件まで定義できま
す。なお，定義していない場合，または定義が正しくない場合は，定義不正となり
ます。
形式を次に示します。
CON={NOT|[CID:n]}, イベント属性条件 1 [, イベント属性条件 2[, イベント
属性条件 3 …] ]
イベント属性条件を複数指定する場合，「,」
（半角コンマ）で区切ります。複数指定
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すると，それぞれのイベント属性条件は AND 条件となります。複数指定したイベ
ント属性条件がすべて成立する JP1 イベントが発行された場合に，条件が成立しま
す。
イベント条件の設定項目を次に示します。
表 3-15
項
番

イベント条件の設定項目
設定項目

説明

1

NOT

相関イベントの発行処理の対象外にする JP1 イベントを指定します。
イベント条件に NOT を指定した場合，イベント条件（CON）の定義順序に関
係なく，その条件が最初に適用されます。

2

CID:n

条件 ID です。相関イベントの発行時に，変数を使って相関元イベントの情
報をほかのパラメーター（SAME_ATTRIBUTE，SUCCESS_EVENT）に引き継
ぐ場合に指定します。1 〜 999 の整数値で指定します。
例えば，複数の JP1 イベントを相関元イベントとし，SUCCESS_EVENT パ
ラメーターに変数 $EVn_B.MESSAGE を指定する場合，条件 ID の指定に
従って，相関イベントに相関元イベントのメッセージ情報を引き継ぎます。
省略した場合，ほかのパラメーターに情報を引き継ぐことはできません。ま
た，指定値の前に 0 を付けたり，同じ CID を指定したりすると定義不正に
なります。

3

イベント属
性条件

イベント属性条件は次の形式で指定します。
形式
属性名 比較条件 属性値
属性名
JP1 イベントの基本属性または拡張属性を指定します。
基本属性には「B.」を，拡張属性には「E.」を付けます。
例えば，メッセージを指定する場合「B.MESSAGE」と指定します。
拡張属性を指定する場合，
「E.」のあとの文字列は，32 バイト以内で指
定します。なお，次の入力規則があります。
• 先頭は大文字の半角英字
• 2 バイト目以降は大文字の半角英数字，または _（アンダーバー）
基本属性，拡張属性については「4.1 JP1 イベントの属性」を参照し
てください。なお，製品固有の拡張属性を指定する場合，JP1 イベント
を発行する各製品のマニュアルを参照してください。
比較条件および属性値
比較条件および属性値の指定方法は，TARGET にイベント属性条件を指
定する場合と同じです。
「表 3-13」および表下の説明を参照してください。

TIMEOUT= タイムアウト時間
相関イベント発行条件のタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，1 〜
86,400（単位：秒）です。省略した場合は，60 秒が仮定されます。
TYPE= イベント相関タイプ
イベント相関タイプを指定します。
イベント相関タイプには，sequence（順序性），combination（組み合わせ）お
よび threshold（しきい値）があります。イベント相関タイプに指定できる値を次
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に示します。
• sequence
順序性を考慮し，定義したイベント条件と一致する JP1 イベントが定義順に発行
されたときに相関イベント発行条件が成立します。
• combination
順序性を考慮せず，定義したイベント条件の組み合わせで JP1 イベントが発行さ
れたときに相関イベント発行条件が成立します。
• threshold:n
定義したイベント条件に一致する JP1 イベントの発行する数がしきい値に達した
時点で相関イベント発行条件が成立します。イベント条件が複数定義されている
場合，そのどれかに一致した JP1 イベントの合計がしきい値に達した時点で相関
イベント発行条件が成立します。
しきい値は 1 〜 100（単位：件）で指定できます。例えば，しきい値を 10 とする
場合，次のように指定します。
threshold:10
大文字，小文字は区別されません。また，イベント相関タイプの指定を省略した場
合は，combination（組み合わせ）が仮定されます。
SAME_ATTRIBUTE= 同一属性値条件
同一属性値条件を指定します。
イベント条件に一致した JP1 イベント（相関元イベント）に対し，特定の属性値ご
とにグルーピングして，グループ単位に相関イベントを発行したい場合に定義しま
す。
同一属性値条件は 1 件の相関イベント発行条件に三つまで定義できます。省略する
こともできます。
形式を次に示します。
SAME_ATTRIBUTE= 属性名 | {$EVn_ 属性名 | $EVn_ENVo} [, {$EVn_ 属性名 |
$EVn_ENVo} …]
同一属性値条件の設定項目について説明します。
表 3-16
項
番
1

同一属性値条件の設定項目
設定項目

属性名

説明
JP1 イベントの基本属性または拡張属性を指定します。
ここで指定した属性名に対応する相関元イベントの属性値がグルーピン
グのキーになります。
属性名は，一つの同一属性値条件に対して一つだけ指定できます。
基本属性には「B.」を，拡張属性には「E.」を付けます。拡張属性を指
定する場合，「E.」のあとの文字列は，32 バイト以内で指定します。な
お，次の入力規則があります。
• 先頭は大文字の半角英字
• 2 バイト目以降は大文字の半角英数字，または _（アンダーバー）
指定できる属性名については，「表 3-17」を参照してください。
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項
番

設定項目

説明

2

変数
$EVn_ 属性名

グルーピングのキーにしたい属性値が，相関元イベントごとに異なる属
性に入っている場合に指定します。
例えば，相関元イベント A の属性 A' と，相関元イベント B の属性 B' を
グルーピングのキーにしたいときに使用します。
$EVn_ 属性名は，一つの同一属性値条件に対して $EVn_ENVo と合わせ
て 10 個まで指定できます。
詳細については，
「(1) (a) 相関元イベントの属性値を同一属性値条件とし
て使用する」を参照してください。

3

変数
$EVn_ENVo

相関元イベントの属性値の一部を切り出して，同一属性値条件として使
用する場合に指定します。
例えば，メッセージ（B.MESSAGE）の一部を切り出して，グルーピング
のキーにしたいときに使用します。
$EVn_ENVo は，一つの同一属性値条件に対して $EVn_ 属性名と合わせ
て 10 個まで指定できます。
詳細については，
「(1) (b) 相関元イベントの属性値の一部を同一属性値条
件として使用する」を参照してください。

• 属性名および変数に置き換わる値（属性値または属性値の一部）は，全角，半角
および大文字，小文字が区別されます。完全に同一の値だけが同一属性値条件に
なります。
• 属性名および変数に置き換わる値（属性値または属性値の一部）が相関元イベン
トにない場合，空文字（0 バイト）に置き換わります。このため，空文字をキーに
してグルーピングが行われます。空文字で処理された場合，相関イベント発行履
歴ファイルに次の文字列が出力されます。
A JP1 event that matches the correlation event generation condition occurred, and the
correlation event generation processing started, but the event attribute defined in that
attribute value condition does not exist in the JP1 event. ( 発行条件名 ( 発行処理番号 ) イベント
DB 内通し番号 属性名 )

• SAME_ATTRIBUTE= 同一属性値条件 を複数指定すると，それぞれの同一属性値条
件ごとに相関イベントが発行されます。
例えば，ホスト名（B.SOURCESERVER）およびユーザー名（B.USERNAME）ごと
に相関イベントを発行する場合，次のように定義します。
：
SAME_ATTRIBUTE=B.SOURCESERVER
SAME_ATTRIBUTE=B.USERNAME
：
• 同一属性値条件に複数個の変数を指定する場合は「,」
（半角コンマ）で区切って
ください。変数に置き換わる属性値ごとに相関イベントが発行されます。
• 属性名および変数（$EVn_ 属性名，$EVn_ENVo）の間，または同一属性値条件の
両端に指定された空白（半角スペースと ASCII コード 0x01 〜 0x1F の文字）は
無視されます（以下の例の△部分）
。
例：
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△ SAME_ATTRIBUTE △ = △ $EV1_ENV1 △ , △ $EV2_ENV2 △

同一属性値条件に指定できる属性名の一覧を次に示します。
表 3-17

同一属性値条件に指定できる属性名の一覧

項番

属性名

項目

1

B.SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名

2

B.DESTSERVER

送信先イベントサーバ名

3

B.MESSAGE

メッセージ

4

B.ID

イベント ID

5

B.REASON

登録要因

6

B.USERID

発行元ユーザー ID

7

B.GROUPID

発行元グループ ID

8

B.USERNAME

発行元ユーザー名

9

B.GROUPNAME

発行元グループ名

10

E.xxxxxxx ※

拡張属性（共通情報・固有情報）

注※
各 JP1 製品固有の拡張属性も使用できます。例えば，JP1/AJS2 のジョブの実
行ホストは，E.C0 です。製品固有の拡張属性についての詳細は，JP1 イベント
を発行する各製品のマニュアルを参照してください。
CORRELATION_NUM= 同時相関数
相関イベント発行条件で保持できる JP1 イベントの組数を指定します。1 件の相関
イベント発行条件に定義できる同時相関数は一つだけです。
指定できる値は，1 〜 1,024（単位：組）です。項目を省略した場合は，10 組が仮
定されます。
注意
同時相関数を多くの相関イベント発行条件に指定し，かつ，大きな値を指定す
る，といった運用はお勧めできません。
相関イベント発行サービスが同時に処理する JP1 イベントの組数が多くなるた
め，メモリー所要量が増加したり，処理速度が低下したりします。
また，すべての相関イベント発行条件で同時に発行処理できる JP1 イベントの
組数は 20,000 組です。20,000 組に達すると，JP1 イベント（イベント ID：
00003F28）が出力されます。新たにイベント条件に一致する JP1 イベントが
発行されても，組数が 20,000 組を下回るまでは処理されません。
SUCCESS_EVENT= 相関成立イベント
相関イベント発行条件が成立した場合に発行する JP1 イベント ( 相関イベント ) を
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定義します。1 件の相関イベント発行条件に定義できる相関イベントは一つだけで
す。
相関成立イベントは，次の形式で記述します。
属性名 : 属性値
各項目について説明します。
属性名
JP1 イベント（相関元イベント）の基本属性または拡張属性を指定します。基
本属性には「B.」を，拡張属性には「E.」を付けます。拡張属性を指定する場
合，「E.」のあとの文字列は，32 バイト以内で指定します。なお，次の入力規
則があります。
• 先頭は大文字の半角英字
• 2 バイト目以降は大文字の半角英数字，または _（アンダーバー）
次の属性に対してはユーザーが任意に値を設定できます。
• イベント ID（B.ID）
• メッセージ（B.MESSAGE）
• 次の表に示す以外の拡張属性
表 3-18

値を指定できない拡張属性

属性種別

項目

共通情報

プロダクト名

E.PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
GENERATE_EVENT

オブジェクトタイプ

E.OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

E.OBJECT_NAME

EGS

事象種別

E.OCCURRENCE

SUCCESS

関連イベント DB 内通
し番号

E.JP1_GENERATE_S
OURCE_SEQNO

相関元のイベントのイベント
DB 内通し番号を半角スペース
区切りで格納します。

固有情報

属性名

内容

イベント DB 内通し番号 1 △イ
ベント DB 内通し番号 2 △イベ
ント DB 内通し番号 3••• イベ
ント DB 内通し番号 n
n は最大 100 です。
相関イベント発行条件
名

E.JP1_GENERATE_N
AME

成立した相関イベント発行条件
名

予約語

E.JP1_ で始まる拡張
属性

JP1/IM - Manager が予約して
いる拡張属性

相関元イベントの属性値を相関イベントに引き継ぎたい場合，変数を指定します。また，
相関成立イベントは次の形式で指定します。
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属性名 :$EVn_ 属性名
この場合，イベント条件の CID で引き継ぎたい相関元イベントを指定し，n に CID の値
を指定します。また，: の右側に変数を指定します。
詳細については，
「(2) (a) 相関元イベントの属性値を相関イベントの属性値に引き継ぐ」
を参照してください。

イベント相関タイプでしきい値（threshold）を指定，かつ，相関元イベントの属性値
を相関イベントに引き継ぎたい場合，相関成立イベントは，次の形式で指定します。
属性名 :$EVn_m_ 属性名
この場合，CID で引き継ぎたい相関元イベントを指定し，n に CID の値を指定します。
また，: の右側に変数を指定します。かつ，m に何番目に処理された相関元イベントの
属性値を引き継ぐかを指定します。
詳細については，
「(2) (b) 相関元イベントの属性値を相関イベントの属性値に引き継ぐ
（イベント相関タイプがしきい値の場合）」を参照してください。

相関元イベントの属性値の一部を切り出して，相関イベントに引き継ぎたい場合，変数
$EVn_ENVo を指定します。また，イベント条件は正規表現で指定し，属性値の切り出し
たい部分を ( ) で囲みます。
相関成立イベントは次の形式で指定します。
属性名 :$EVn_ENVo
この場合，CID で引き継ぎたい相関元イベントを指定し，n に CID の値を指定します。
また，ENVo の o に切り出した順番を指定します。
詳細については，
「(2) (c) 相関元イベントの属性値の一部を相関イベントの属性値に引き
継ぐ」を参照してください。

• 基本属性，拡張属性については「4.1

JP1 イベントの属性」を参照してください。な

お，製品固有の拡張属性を指定する場合，JP1 イベントを発行する各製品のマニュア
ルを参照してください。
• 相関成立イベントに項目を複数指定する場合は「,」
（半角コンマ）で区切ってくださ
い。
• 基本属性のイベント ID（B.ID）は必ず指定してください。指定できるイベント ID の
範囲は，0 〜 1FFF，7FFF8000 〜 7FFFFFFF です。指定しなかった場合，イベント
ID には 0 が設定されます。
• 一つの相関成立イベントの最大長は 8,192 バイトです。また，B.MESSAGE の最大長
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は 1,023 バイトです。最大長のバイト数には，空白を含み，改行コードは含みません。
• 属性名および属性値の間，または SUCCESS_EVENT= 相関成立イベントの両端に指定
された空白（半角スペースと ASCII コード 0x01 〜 0x1F の文字）は無視されます
（以下の例の△部分）。
例：
△ SUCCESS_EVENT △ = △ B.ID △ : △ 1 △
• ,（半角コンマ）
，空白を属性値として使用する場合は "（ダブルクォーテーション）
で囲みます。
• "（ダブルクォーテーション）
，¥（半角エンマーク）を属性値として使用する場合は
直前に ¥（半角エンマーク）を付けます。
• 属性値を省略すると，相関イベントの発行時に何も設定されません。ただし，属性名
（B.ID）の属性値の記述を省略した場合は，0 が設定されます。
• 変数 $EVn_ 属性名に設定値を続けて記述する場合は，変数のあとに空白（次の例に△
で表記）を記述します。
例：
SUCCESS_EVENT=B.MESSAGE:"$EVn_B.ID △ $EVn_B.TIME•••"
• 変数を使用する場合，一致する属性名がない場合は空白に置き換わります。また，相
関イベントの発行時に変数を属性値に置き換えたことによって，属性値の最大長を超
えた場合は相関イベントは発行されません。

(1) 同一属性値条件（SAME_ATTRIBUTE）に変数を使用する
同一属性値条件（SAME_ATTRIBUTE）に変数（$EVn または $EVn_ENVo）を使用する方
法について説明します。
(a) 相関元イベントの属性値を同一属性値条件として使用する
相関元イベントの属性値を，同一属性値条件として使用する場合，変数 $EVn_ 属性名を
使用します。形式を次に示します。
SAME_ATTRIBUTE=$EVn_ 属性名
n にはイベント条件の条件 ID（CID）に対応した値を指定します。属性名には，グルー
ピングのキーにしたい属性名を指定します。なお，指定できる属性名については，「表
3-17」を参照してください。
例えば，Windows ログトラップの JP1 イベント（イベント ID：00003A71）と，JP1/
AJS2 が発行した JP1 イベント（イベント ID：00004107）のように，ホスト情報が異
なる属性値に入っている JP1 イベントを関連づけ，ホストごとに相関イベントを発行し
たい場合，次のように定義します。
CON=CID:1,B.ID==3A71,E.A0==host1;host2
CON=CID:2,B.ID==4107,E.C0==host1;host2
：
SAME_ATTRIBUTE=$EV1_E.A0,$EV2_E.C0
：
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(b) 相関元イベントの属性値の一部を同一属性値条件として使用する
相関元イベントの属性値の一部を切り出して，同一属性値条件として使用する場合，変
数 $EVn_ENVo を使用します。形式を次に示します。
SAME_ATTRIBUTE=$EVn_ENVo
$EVn_ENVo を指定する場合，イベント条件は正規表現（*=）で指定し，属性値の切り出
したい部分を ( ) で囲みます。n にはイベント条件の条件 ID（CID）に対応した値を指
定します。
また，ENVo の o に切り出しの順番を指定します。切り出しの順番とは，イベント条件の
右辺に記述されている ( ) を左から右に数えた値です。イベント条件（CON）と
$EVn_ENVo で切り出される部分の対応を次の図に示します。
図 3-1 イベント条件（CON）と $EVn_ENVo で切り出される部分の対応

一つのイベント条件（CON）に，正規表現を指定したイベント属性条件が複数ある場合
も，左から右に " ( " を数え，切り出したい個所の順番を o に指定します。
例えば，相関元イベントのメッセージの一部にホスト名が入っており，このホスト名が
同一のイベントごとに相関イベントを発行したい場合は次のように定義します。
CON=CID:1, B.ID==1001, B.MESSAGE*=.*HOST=(.*¥¥))
TYPE=threshold:5
SAME_ATTRIBUTE=$EV1_ENV1
：

(2) 相関成立イベント（SUCCESS_EVENT）に変数を使用する
相関元イベントの属性値を相関イベントに引き継ぎたい場合，相関成立イベント

413

相関イベント発行定義ファイル

（SUCCESS_EVENT）に変数を使用します。
(a) 相関元イベントの属性値を相関イベントの属性値に引き継ぐ
相関元イベントの属性値を，そのまま相関イベントの属性値に引き継ぐ場合，変数
$EVn_ 属性名を使用します。形式を次に示します。
SUCCESS_EVENT= 属性名 :$EVn_ 属性名
n にはイベント条件で指定した条件 ID（CID）を指定します。また，右側の属性名には，
相関元イベントから引き継ぎたい属性を指定します。ただし，左側の属性名にイベント
ID(B.ID) を指定している場合は , 相関元イベントの属性値を引き継げません。
変数に指定できる属性名の一覧を次に示します。
表 3-19

変数に指定できる属性名の一覧

項番

属性名

項目

形式

1

B.SEQNO

イベント DB 内通し番号

数値

2

B.ID

イベント ID

基本部：拡張部の
16 進数

3

B.PROCESSID

発行元プロセス ID

数値

4

B.TIME

登録時刻

yyyy/MM/dd
hh:mm:ss ※ 1

5

B.ARRIVEDTIME

到着時刻

yyyy/MM/dd
hh:mm:ss ※ 1
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6

B.REASON

登録要因

文字列

7

B.USERID

発行元ユーザー ID

数値

8

B.GROUPID

発行元グループ ID

数値

9

B.USERNAME

発行元ユーザー名

文字列

10

B.GROUPNAME

発行元グループ ID

文字列

11

B.SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名

文字列

12

B.DESTSERVER

送信先イベントサーバ名

文字列

13

B.SOURCESEQNO

発行元イベント DB 内通し番号

数値

14

B.MESSAGE

メッセージ

文字列

15

E.SEVERITY

重要度

文字列

16

E.USER_NAME

ユーザー名

文字列

17

E.PRODUCT_NAME

プロダクト名

文字列

18

E.OBJECT_TYPE

オブジェクトタイプ

文字列

19

E.OBJECT_NAME

オブジェクト名

文字列
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項番

属性名

項目

形式

20

E.ROOT_OBJECT_T
YPE

登録名タイプ

文字列

21

E.ROOT_OBJECT_N
AME

登録名

文字列

22

E.OBJECT_ID

オブジェクト ID

文字列

23

E.OCCURRENCE

事象種別

文字列

24

E.START_TIME

開始時刻

yyyy/MM/dd
hh:mm:ss ※ 1

25

E.END_TIME

終了時刻

yyyy/MM/dd
hh:mm:ss ※ 1

26

E.xxxxxx ※ 2

上記以外の拡張属性

文字列

注※ 1
JP1 イベントに入っている GMT 時間を JP1/IM - Manager のタイムゾーンで変換した値になり
ます。
注※ 2
各 JP1 製品固有の拡張属性も使用できます。例えば，JP1/AJS2 のジョブの実行ホストは，
E.C0 です。製品固有の拡張属性についての詳細は，JP1 イベントを発行する各製品のマニュア
ルを参照してください。

相関元イベントの属性値の引き継ぎ例を次の図に示します。
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図 3-2 変数を使用した場合の相関成立イベントへの引き継ぎ例

上記の例では，JP1/AJS2 および JP1/Base の発行した重大度がエラーの JP1 イベントを
関連づけて，相関イベントを発行しています。
また，相関成立イベントは次のように定義されています。
• 相関イベントの重大度は，JP1/AJS2 の発行した JP1 イベントの重大度を引き継ぐ。
• 相関イベントのメッセージは，JP1/AJS2 および JP1/Base の発行した JP1 イベント
のメッセージを引き継ぐ。
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(b) 相関元イベントの属性値を相関イベントの属性値に引き継ぐ（イベント相関タイプが
しきい値の場合）
次にイベント相関タイプがしきい値の場合に，変数を使用して相関成立イベントを定義
する方法について説明します。
イベント相関タイプがしきい値の場合，一つのイベント条件（CON）に複数の JP1 イベ
ントが一致します。例えば，次の図ような場合です。
図 3-3 イベント相関タイプがしきい値の場合の問題

上記の図に示したとおり，$EV1_B.MESSAGE に一致する JP1 イベントが，イベント 1，
イベント 2，およびイベント 3 の三つになってしまいます。三つのうちのどの JP1 イベ
ントのメッセージを引き継ぐかを指定する必要があります。
このため，次の形式で相関成立イベントを指定します。
SUCCESS_EVENT= 属性名 :$EVn_m_ 属性名
n はこれまで説明してきたとおり，イベント条件で指定した条件 ID（CID）を指定しま
す。また，右側の属性名には，相関元イベントから引き継ぎたい属性を指定します。た
だし，左側の属性名にイベント ID(B.ID) を指定している場合は , 相関元イベントの属性
値を引き継げません。
加えて，m には発行された JP1 イベント（相関元イベント）の処理順序を指定します。
つまり，3 番目に処理された JP1 イベントの属性値を引き継ぎたい場合，m に 3 を指定
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します。なお，m に指定した値が，しきい値（threshold:n）に指定した件数より大き
い場合は定義不正になります。
イベント相関タイプがしきい値の場合の引き継ぎ例を次の図に示します。
図 3-4 イベント相関タイプがしきい値の場合の引き継ぎ例

属性名 :$EVn_m_ 属性名の n，m はどちらも省略できます。n，m を省略した場合の引
き継ぎについて，例を用いて説明します。
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例1
メッセージに Login error を含む JP1 イベントが 3 回発行された場合に相関元イベ
ントのメッセージを引き継いだ相関イベントを発行する。
相関イベント発行定義ファイルの定義内容
[ex.1]
CON=CID:1,B.MESSAGE*="Login error"
TYPE=threshold:3
SUCCESS_EVENT=B.ID:A00,E.SEVERITY:Error,B.MESSAGE:設定値
表 3-20
項番

満たしたい要件と設定値（例 1 の場合）
満たしたい要件

設定値

1

1 番目（最初）にイベント条件に合致した JP1 イベン
トのメッセージを相関イベントに引き継ぐ。

$EV1_1_B.MESSAGE，
または $EV_1_B.MESSAGE

2

2 番目にイベント条件に合致した JP1 イベントのメッ
セージを引き継ぐ。

$EV1_2_B.MESSAGE，
または $EV_2_B.MESSAGE

3

3 番目（最後）にイベント条件に合致した JP1 イベン
トのメッセージを引き継ぐ。

$EV1_3_B.MESSAGE，
$EV1_B.MESSAGE，
$EV_3_B.MESSAGE，
または $EV_B.MESSAGE

例2
次の条件のどれかに該当する JP1 イベントが 10 回発行された場合に，相関元イベ
ントのメッセージを引き継いだ相関イベントを発行する。
• イベント ID が 100 で，メッセージに Warning を含む。
• イベント ID が 200 で，メッセージに Warning または Error を含む。
相関イベント発行定義ファイルの定義内容
[ex.2]
CON=CID:100,B.ID==100,B.MESSAGE*="Warning"
CON=CID:200,B.ID==200,B.MESSAGE*="Warning";"Error"
TYPE=threshold:10
SUCCESS_EVENT=B.ID:B00,E.SEVERITY:Error,B.MESSAGE:設定値
表 3-21
項番

満たしたい要件と設定値（例 2 の場合）
要件

設定値

1

イベント条件（条件 ID：100）に 1 番目（最初）に合
致した JP1 イベントのメッセージを相関イベントに引
き継ぐ。

$EV100_1_B.MESSAGE

2

イベント条件（条件 ID：100）に 5 番目に合致した
JP1 イベントのメッセージを相関イベントに引き継ぐ。

$EV100_5_B.MESSAGE
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項番

要件

設定値

3

イベント条件（条件 ID：100）に 10 番目（最後）に
合致した JP1 イベントのメッセージを相関イベントに
引き継ぐ。

$EV100_10_B.MESSAGE

4

イベント条件に関係なく，1 番目（最初）に処理され
た JP1 イベントのメッセージを相関イベントに引き継
ぐ。

$EV_1_B.MESSAGE

5

イベント条件に関係なく，5 番目に処理された JP1 イ
ベントのメッセージを相関イベントに引き継ぐ。

$EV_5_B.MESSAGE

6

イベント条件に関係なく，10 番目（最後）に処理され
た JP1 イベントのメッセージを相関イベントに引き継
ぐ。

$EV_10_B.MESSAGE，
または $EV_B.MESSAGE

まとめると次のようになります。
n を省略した場合
n を省略すると，イベント条件に関係なく，m に指定した相関元イベントの順番だ
けで判定されます。つまり，m に 3 を指定していれば，相関イベントには，3 番目
に処理された相関元イベントの属性値が引き継がれます。
m を省略した場合
m を省略すると，順番に関係なく，最後に処理された相関元イベントが対象になり
ます。しきい値が 10 件であれば，10 番目に処理された相関元イベントの属性値が
引き継がれます。
同時に n を指定していれば，イベント条件で最後に処理された相関元イベントの属
性値が引き継がれます。
n および m を省略した場合
n および m を省略すると，イベント条件および処理の順番に関係なく，最後に処理
された相関元イベントが対象になります。
なお，n，m のどちらを指定した場合でも，条件に合う（引き継ぎ元の）JP1 イベントが
ない場合は，変数の部分が空文字（0 バイト）に置き換わります。

(c) 相関元イベントの属性値の一部を相関イベントの属性値に引き継ぐ
相関元イベントの属性値の一部を切り出して，相関イベントに引き継ぎたい場合，変数
$EVn_ENVo を指定します。また，イベント条件は正規表現（*=）で指定し，属性値の切
り出したい部分を ( ) で囲みます。
相関成立イベントは次の形式で指定します。
SUCCESS_EVENT= 属性名 :$EVn_ENVo
この場合，CID で引き継ぎたい相関元イベントを指定し，n に CID の値を指定します。
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また，ENVo の o に切り出した順番を指定します。属性値の一部を切り出した場合の引き
継ぎ例を次の図に示します。
図 3-5 変数 $EVn_ENVo を使用した場合の相関成立イベントへの引き継ぎ例

上記の例では，条件 ID（CID）=1 の条件および条件 ID（CID）=2 で指定した相関元イ
ベントの ErrorCode= の右辺を ( ) を使って切り出し，相関イベントのメッセージに引
き継いでいます。
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変数 $EVn_ENVo を使うと，属性値に特定の文字列を含む相関元イベントが発行された場
合に相関イベントを発行し，かつ，属性値に含まれる文字列の一部を相関イベントに引
き継ぐこともできます。
この場合，イベント条件に指定した正規表現 (*=) のあとの " ( " が何番目かで ENVo の
o に番号を指定します。つまり，イベント条件の正規表現 (*=) のあとに続く相関元イベ
ントの属性値に対して，左から右に " ( " を数え，引き継ぎたい個所の順番を o に指定
します。
$EVn_ENVo で切り出される部分については，同一属性値条件に $EVn_ENVo を指定した
場合と同じです。詳細は，「図 3-1」を参照してください。
属性値に特定の文字列を含む相関元イベントが発行された場合に相関イベントを発行し，
かつ，属性値に含まれる文字列の一部を相関イベントに引き継ぐ例を次に示します。
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図 3-6 属性値に含まれる特定の文字列の一部を相関イベントに引き継ぐ例

上記の例では，次に示す相関元イベントが発行された場合に，相関イベントにその属性
値を引き継ぐよう定義しています。
• host= のあとに「MANAGER_A」または「AGENT_A，B，C のどれか」を含む。
• ErrorCode= のあとに 4 文字以上の文字列を含む※。
注※
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• 4 文字を超える場合は，4 文字までを引き継ぎます。
ErrorCode=12345678・・・の場合，「1234」となります。
• 4 文字未満の場合は，ErrorCode= 文字列のあとに続く文字列を含んで 4 文字を
引き継ぎます。
ErrorCode=1 2006/11/11・・・の場合，「1 20」となります。
なお，ErrorCode= のあとの文字列が 4 文字未満だった場合，相関イベントは発行
されません。

定義例
定義例 1：重大度がエラー以上の JP1 イベントを相関イベントとして発行する場合
VERSION=2
#エラー以上のJP1イベントを相関イベントとして発行する
[filter_over_error]
CON=CID:1,B.ID==1,E.SEVERITY==Error;Critical;Alert;Emergency
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
定義例 2：重大度がエラー以上の JP1 イベント，および JP1/AJS2 が発行した重大度が
エラーの JP1 イベントを相関イベントとして発行する場合
次のように設定した場合，JP1/AJS2 がエラーの JP1 イベントを発行すると，相関
イベント発行条件 over_error，および ajs2_over_error に一致するため，相関
イベントは二つ発行されます。
VERSION=2
#エラー以上のJP1イベントを相関イベントとして発行する
[over_error]
CON=CID:1,E.SEVERITY==Error;Critical;Alert;Emergency
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
#JP1/AJS2のエラーのJP1イベントを相関イベントとして発行する
[ajs2_over_error]
CON=CID:1,E.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME==/HITACHI/JP1/AJS2
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
なお，JP1/AJS2 がエラーの JP1 イベントを発行した場合に，相関イベントを 1 件
だけ発行したい場合は，一つ目の相関イベント発行条件を次のように設定します。
VERSION=2
#エラー以上のJP1イベントを相関イベントとして発行する
#JP1/AJS2が発行したイベントは除外する
[over_error_and_not_ajs2]
CON=NOT,E.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME==/HITACHI/JP1/AJS2
CON=CID:1,E.SEVERITY==Error;Critical;Alert;Emergency
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
#JP1/AJS2のエラーのJP1イベントを相関イベントとして発行する
[ajs2_over_error]
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CON=CID:1,E.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME==/HITACHI/JP1/AJS2
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
定義例 3：タイムアウト時間を定義した場合
VERSION=2
[condition]
CON=NOT,E.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME==/HITACHI/JP1/AJS2
CON=CID:1,B.ID==1,B.MESSAGE==TEST,E.SEVERITY==Warning
CON=CID:2,B.ID==1,B.MESSAGE==TEST,E.SEVERITY==Error
CON=CID:3,B.ID==1,B.MESSAGE==TEST,E.SEVERITY==Critical
TIMEOUT=10
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
定義例 4：JP1/AJS2 および JP1/Base の発行したエラーの JP1 イベントのメッセージを
まとめて，1 件の相関イベントとして発行する場合
VERSION=2
[cond1]
CON=CID:1,B.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME>=HITACHI/JP1/AJS2
CON=CID:5,B.SEVERITY==Error,E.PRODUCT_NAME>=HITACHI/JP1/Base
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:$EV1_E.SEVERITY,B.MESSAGE:"$EV1_B.MESS
AGE $EV5_B.MESSAGE"
定義例 5：変数 $EVn_ENVo を使った切り出しの例
メッセージに含まれる詳細コード「error △ code △ = △ n △」を相関イベントの
メッセージに設定する場合（n は任意の文字列，△は半角スペース）
VERSION=2
[SAMPLE]
CON=CID:100, B.MESSAGE*=(error△code△=.*△)
SUCCESS_EVENT=B.ID:100,E.SEVERITY:Emergency,B.MESSAGE:エラー情報
[$EV100_ENV1△]
定義例 6：相関の対象範囲をホストで絞り込み，同時相関数を 20 としてユーザーごとに
相関イベントを発行する場合
VERSION=2
[condition2]
TARGET=B.SOURCESERVER==host1;host2;host3
CON=NOT, E.SEVERITY==Error, E.PRODUCT_NAME==/HITACHI/JP1/AJS2
CON=CID:1, B.ID==1, B.MESSAGE==TEST, E.SEVERITY==Warning
CON=CID:2, B.ID==1, B.MESSAGE==TEST, E.SEVERITY==Error
CON=CID:3, B.ID==1, B.MESSAGE==TEST, E.SEVERITY==Critical
SAME_ATTRIBUTE=E.USERNAME
CORRELATION_NUM=20
TIMEOUT=10
SUCCESS_EVENT=B.MESSAGE:$EV1_B.MESSAGE
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相関イベント発行環境定義ファイル
形式
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥EVGEN]
"OPERATION_LOG_SIZE"=dword:16進数値
"OPERATION_LOG_NUM"=dword:16進数値

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
相関イベント発行履歴ファイルのサイズ，面数を定義するファイルです。

定義の反映時期
この定義ファイルを引数に jbssetcnf コマンドを実行したあと，JP1/IM - Manager を
再起動，または jco_spmd_reload コマンドを実行することで有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥EVGEN]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"OPERATION_LOG_SIZE"=dword:16 進数値
相関イベント発行履歴ファイルのサイズを 16 進数で指定します。00010000 〜
06400000（64 キロバイト〜 100 メガバイト）の範囲で指定できます。
デフォルトでは値に「00a00000」（10 メガバイト）が指定されています。
"OPERATION_LOG_NUM"=dword:16 進数値
相関イベント発行履歴ファイルの面数を 16 進数で指定します。00000003 〜
00000064（3 面〜 100 面）の範囲で指定できます。
デフォルトでは値に「00000003」（3 面）が指定されています。
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相関イベント発行履歴ファイルのサイズ，面数の算出方法
相関イベント発行履歴ファイルのサイズ，面数の調整をする場合，1 日で増加する相関イ
ベント発行履歴ファイルのサイズを算出し，必要に応じて保存したい日数を掛けてくだ
さい。調整する場合は，算出された値より少し大きめの値にしてください。
見積もりの詳細については，JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してください。
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インシデント登録用システムプロファイル
（eds_system.conf）
形式
VERSION=1
START_OPTION={cold | warm}

ファイル
eds_system.conf（インシデント登録用システムプロファイル）
eds_system.conf.model（インシデント登録用システムプロファイルのモデルファイ
ル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥discrim¥define¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥discrim¥define¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/discrim/define/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/discrim/define/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Incident Master 連携用の定義ファイルです。インシデント登録サービスの基
本動作を定義するファイルです。

定義の反映時期
次の場合に，インシデント登録用システムプロファイルの設定が有効になります。
• JP1/IM - Manager を起動した場合
• jco_spmd_reload コマンドでリロードをした場合

記述内容
VERSION=1
ファイルのバージョンを表しています。編集不要です。省略した場合や 1 以外の数
値を指定した場合は，VERSION=1 が仮定されます。
START_OPTION={cold | warm}
インシデント登録サービスの起動時および停止時の動作を決めるためのパラメー
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ターです。パラメーター値に指定できるのは，cold と warm の二つです。デフォル
トは cold です。大文字小文字は区別しません。省略した場合や値が不正な場合は
cold が仮定されます。
cold，warm それぞれを指定した場合のインシデント登録サービスの動作を起動時，
停止時に分けて次表に示します。用途に合わせてパラメーター値を変更してくださ
い。
表 3-22

パラメーター値の違いによるインシデント登録サービス起動時・停止時の動作
の違い
インシデント登録サービスの動作

パラメーター値
cold

初起動時の動作

停止時の動作

起動時の動作

パラメーター値に
関係なく，次のよ
うに動作する。
• インシデント登
録サービス起動
後に登録された
JP1 イベントか
ら取得を開始す
る。
• インシデント登
録定義を読み込
み，定義に従っ
て処理を開始す
る。

• 「相関中」のインシデ
ントの状態をすべて
「相関不成立」にして
JP1/IM - Incident
Master に登録する。
• インシデント登録履歴
ファイルに処理内容を
出力する。

前回停止時のパラメーター値が
cold だった場合：
• 初起動時の動作と同様の動作と
なる。
前回停止時のパラメーター値が
warm だった場合：
• 前回停止時に相関中のまま終了
したインシデントがあった場
合，状態をすべて「相関不成
立」にして JP1/IM - Incident
Master に登録する。
• インシデント登録サービス起動
後に登録された JP1 イベント
から取得を開始する。
• インシデント登録定義を再読み
込みし，定義に従って処理を開
始する。
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インシデント登録サービスの動作
パラメーター値
warm

初起動時の動作

停止時の動作

起動時の動作

パラメーター値に
関係なく，次のよ
うに動作する。
• インシデント登
録サービス起動
後に登録された
JP1 イベントか
ら取得を開始す
る。
• インシデント登
録定義を読み込
み，定義に従っ
て処理を開始す
る。

• 停止前の最後に取得し
た JP1 イベントの情
報，相関処理の内容，
およびインシデント登
録定義の内容を内部ロ
グに出力・保管する。
• インシデント登録履歴
ファイルに処理内容を
出力する。

前回停止時のパラメーター値が
cold だった場合：
• 前回停止前の最後に取得した
JP1 イベントの続きから取得を
開始する。
• インシデント登録定義を再読み
込みし，定義に従って処理を開
始する。
前回停止時のパラメーター値が
warm だった場合：
• 前回停止前の最後に取得した
JP1 イベントの続きから取得を
開始する。
• インシデント登録定義を再読み
込みし，定義に従って処理を開
始する。
• 内部ログを参照し，前回停止時
に相関中のまま終了したインシ
デントがあった場合，前回の処
理を継続して処理を開始する。
ただし，停止→起動の間にイン
シデント登録定義が変更されて
いた場合には，状態をすべて
「相関不成立」にして JP1/IM Incident Master に登録する。

なお，クラスタ運用する場合には warm に設定を変更してください。フェールオー
バー時には，JP1/IM - Manager 停止→ JP1/Base 停止→ JP1/Base 起動→ JP1/IM Manager 起動，の順に製品の停止・起動処理が行われます。cold の設定状態でク
ラスタ運用した場合，JP1/IM - Manager 停止→ JP1/Base 停止の間に発生した JP1
イベントや JP1/Base 起動→ JP1/IM - Manager 起動の間に発生した JP1 イベント
を取得できません。このため，cold 設定のままだと，相関処理の対象イベントを取
り漏らすことがあります。
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インシデント手動登録定義ファイル
（incident.conf）
形式
VERSION=1
#コメント文
IDM_URL=http://JP1/IM - Incident Masterのホスト:ポート番号/仮想ディレクトリ

ファイル
incident.conf（インシデント手動登録定義ファイル）
incident.conf.model（インシデント手動登録定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥conf¥console¥incident¥
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥console¥incident¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/conf/console/incident/
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/incident/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Incident Master 連携用の定義ファイルです。JP1/IM - View の連携先 JP1/IM
- Incident Master を定義するファイルです。

定義の反映時期
jco_spmd_reload コマンドを実行したあと，または JP1/IM - Manager を再起動した
あと，JP1/IM - View で JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）にログインす
ると，インシデント手動登録定義ファイルの設定が有効になります。

記述内容
VERSION=1
ファイルのバージョンを表しています。編集不要です。省略した場合や 1 以外の数
値を指定した場合は，VERSION=1 が仮定されます。
# コメント文
# で始まる行は，コメント扱いとなります。
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IDM_URL=http://JP1/IM - Incident Master のホスト : ポート番号 / 仮想ディレクトリ
インシデントを登録する JP1/IM - Incident Master の WWW ページの URL を指定
します。デフォルトは，
「IDM_URL=」となっており，何も設定されていません。何
も設定されていない場合は，インシデントを手動登録するための JP1/IM - View の
ボタン，およびメニューが非表示となります。
なお，このパラメーターに記載した JP1/IM - Incident Master のポート番号につい
ては，JP1/IM - View のマシンから JP1/IM - Incident Master のマシンに対して，
ファイアウォールを通過できるよう設定する必要があります。
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インシデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf.update）
形式
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN]
"OPERATION_LOG_SIZE"=dword:16進数値
"OPERATION_LOG_NUM"=dword:16進数値
[論理ホスト名¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN¥DBMS]
"PDNAMEPORT"="ポート番号"

ファイル
jcdmain.conf.update（インシデント登録環境定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Console パス ¥default¥
UNIX の場合
/etc/opt/jp1cons/default/

説明
JP1/IM - Incident Master 連携用の定義ファイルです。次に示す内容を定義するファイ
ルです。
• インシデント登録履歴ファイルのサイズ，面数
• JP1/IM - Incident Master が使用するポート番号※
注※

JP1/IM - Incident Master 側の設定に合わせて設定を変更する必要があります。

必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，ファ
イルをコピーして，内容を編集してください。

定義の反映時期
この定義ファイルを引数に jbssetcnf コマンド実行後，JP1/IM - Manager を再起動，
または jco_spmd_reload コマンドを実行することで有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
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"OPERATION_LOG_SIZE"=dword:16 進数値
インシデント登録履歴ファイルのサイズを 16 進数で指定します。00010000 〜
06400000（64 キロバイト〜 100 メガバイト）の範囲で指定できます。
デフォルトでは値に「00A00000」（10 メガバイト）が指定されています。
"OPERATION_LOG_NUM"=dword:16 進数値
インシデント登録履歴ファイルの面数を 16 進数で指定します。00000003 〜
00000064（3 面〜 100 面）の範囲で指定できます。
デフォルトでは値に「00000003」（3 面）が指定されています。
[ 論理ホスト名 ¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN¥DBMS]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"PDNAMEPORT"=" ポート番号 "
JP1/IM - Incident Master が使用するポート番号を指定します。JP1/IM - Incident
Master 側で使用するポート番号を変更した場合には，それに合わせてこのパラメー
ターで指定するポート番号も変更する必要があります。
デフォルトでは値に「23044」が指定されています。

インシデント登録履歴ファイルのサイズ，面数の算出方法
インシデント登録履歴ファイルのサイズ，面数の調整をする場合，1 日で増加するインシ
デント登録履歴ファイルのサイズを算出し，必要に応じて保存したい日数を掛けてくだ
さい。調整する場合は，算出された値より少し大きめの値にしてください。
見積もりの詳細については，JP1/IM - Manager のリリースノートを参照してください。
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ホスト情報ファイル（jcs_hosts）
形式
IPアドレス ホスト名1 ホスト名2 ホスト名3 ... ホスト名8
IPアドレス ホスト名1 ホスト名2 ホスト名3 ... ホスト名8
:

ファイル
jcs_hosts（ホスト情報ファイル）
jcs_hosts.model（ホスト情報ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）が管理するホスト情報を定義するファイ
ルです。
ホスト情報ファイルは，監視ツリーの自動生成，および監視オブジェクトの状態を変更
する JP1 イベント照合処理の際のホスト名比較に使用するホスト情報を記述するファイ
ルです。なお，ホスト情報ファイルの形式は，hosts ファイルと同じです。

定義の反映時期
ホスト情報ファイルの内容は，jcshostsimport コマンド実行後，JP1/IM - Manager
を再起動，または jco_spmd_reload コマンドを実行することで有効になります。

記述内容
IP アドレス ホスト名 1 ホスト名 2 ホスト名 3 ... ホスト名 8
空白を除く行の先頭に IP アドレスを記述し，複数の空白またはタブの後にホスト
名，エイリアス名を記述します。
IP アドレスの文字数は，最大 63 バイトです。IP V6 の IP アドレスには対応してい
ません。
ホスト名，エイリアス名の文字数は，一つにつき最大 255 バイトです。
一つの IP アドレスに対し，最大八つホスト名を記述できます。また，一つのホスト
名に対し，指定できる IP アドレスの数は最大八つです。
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注意事項
• # を指定した場合，# 以降は改行されるまでコメント扱いとなります。
• 同じ IP アドレスの記述が複数存在した場合は，最初の定義が有効になります。
• IP アドレスだけを指定した行がある場合は jcshostsimport コマンド実行時にエ
ラーとなります。
• ホスト名の大文字・小文字は区別されません。
• jcshostimport コマンドでホスト情報ファイルの内容をホスト情報 DB に格納する
と，ホスト名はすべて小文字になります。そのため，jcshostsexport で出力する
ホスト情報のホスト名は，すべて小文字になります。
• jcshostsimport コマンドでは，ホスト情報ファイルのコメントは格納されません。
• IP アドレスは，16 進数表記でも記述できます。
• ホスト名には，日本語は使用できません。

定義例
#
# jcs_hosts
#
# Internet Address Hostname
100.100.10.10
samplehost1
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ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）
形式 1
DESC_VERSION=1
[EV_GUIDE_数字]
NUM=数字
EV_COMP_数字=属性指定:正規表現
EV_TITLE=文字列
EV_GUIDE=メッセージ
[END]
[EV_GUIDE_数字]
NUM=数字
EV_COMP_数字=属性指定:正規表現
EV_TITLE=文字列
EV_GUIDE=メッセージ
[END]
:

形式 2
DESC_VERSION=2
[EV_GUIDE_数字]
NUM=数字
EV_COMP_数字=属性指定:正規表現
EV_TITLE=文字列
EV_FILE=ガイドメッセージファイル
[END]
[EV_GUIDE_数字]
NUM=数字
EV_COMP_数字=属性指定:正規表現
EV_TITLE=文字列
EV_FILE=ガイドメッセージファイル
[END]
:

ファイル
ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）は，JP1/IM の動作する言語コードによっ
て，編集するファイルが異なります。JP1/IM の動作する言語コードと，編集するガイド
情報ファイルの対応を次の表に示します。
表 3-23

JP1/IM の動作する言語コードとガイド情報ファイルの対応

OS
Windows

JP1/IM の動作する言語コード
シフト JIS コード

編集するファイル
jcs_guide_sjis.txt（ガイド情報ファイル）
jcs_guide_sjis.txt.model
（ガイド情報ファイルのモデルファイル）

UNIX

シフト JIS コード

jcs_guide_sjis.txt（ガイド情報ファイル）
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OS

JP1/IM の動作する言語コード

編集するファイル
jcs_guide_sjis.txt.model
（ガイド情報ファイルのモデルファイル）

EUC コード

jcs_guide_euc.txt（ガイド情報ファイル）
jcs_guide_euc.txt.model
（ガイド情報ファイルのモデルファイル）

UTF-8 コード

/etc/opt/jp1scope/conf/
jcs_guide_UTF-8.txt
共有ディレクトリ /jp1scope/conf/
jcs_guide_UTF-8.txt

英語

jcs_guide.txt（ガイド情報ファイル）
jcs_guide.txt.model
（ガイド情報ファイルのモデルファイル）

言語コードに対応したガイド情報ファイルを使用してください。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
監視オブジェクトの状態変更の契機となった JP1 イベントに関するガイド情報を定義す
るファイルです。
このファイルで記述した内容は，JP1/IM - View の［ガイド］画面に表示されます。
ガイド情報ファイルの最大サイズは，1 メガバイトです。
形式 2 は，ユーザーによって作成された TXT 形式または HTML 形式のファイルをガイ
ドメッセージファイルとして読み込んで［ガイド］画面に表示させる場合に，記述する
方法です。

定義の反映時期
ガイド情報ファイル編集後，JP1/IM - Manager を再起動，または jco_spmd_reload
コマンドを実行することで有効になります。

記述内容
DESC_VERSION=1 | 2
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ガイド情報ファイルのバージョンを表しています。指定できる値は 1 または 2 です。
EV_FILE パラメーターを指定してガイドメッセージファイル呼び出す場合は，値を
2 にする必要があります。
[EV_GUIDE_ 数字 ]
ガイド情報の開始タグです。[EV_GUIDE_ 数字 ] 〜 [END] で一つの定義ブロック
となります。このパラメーターと [END] の間に［ガイド］画面への表示対象となる
JP1 イベントの条件および表示するメッセージを記述します。数字は，1 からガイ
ドの数だけ 1 ずつ増加します。
NUM= 数字
数字には，EV_COMP_ 数字のエントリー数を記述します。
EV_COMP_ 数字 = 属性指定 : 正規表現
このパラメーターは，比較する属性の数だけ記述します。数字は，1 から 1 ずつ増
加します。複数記述した場合は，AND 条件が成立すると，EV_GUIDE パラメーター
で記述したメッセージを［ガイド］画面に表示します。
属性指定
以下の属性を指定できます。
• JP1 イベントの基本属性：指定する場合「B. 属性名」と指定します。
• JP1 イベントの拡張属性：指定する場合「E. 属性名」と指定します。
• 監視ノードの属性：指定する場合「T.MONNODEID」( 監視ノード ID) を指定
できます（監視ノード ID は，16 進数 8 桁で指定してください）
。
正規表現
属性指定で指定した属性の内容を正規表現で記述します。正規表現の詳細につ
いてはマニュアル「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運
用ガイド

付録 G 正規表現」を参照してください。

EV_TITLE= 文字列
文字列には，［ガイド］画面のタイトルに表示される文字列を記述します。このパラ
メーターは，[EV_GUIDE_ 数字 ] と [END] の間に一つしか記述できません。
EV_GUIDE= メッセージ
メッセージには，［ガイド］画面のガイドメッセージに表示される文字列を記述しま
す。HTML タグを記述すれば，
［ガイド］画面に表示されるガイドメッセージを
HTML 形式で表示できます（記述できる HTML タグは EV_FILE の説明文にある
「表 3-24 ガイドメッセージとして使用できる HTML タグ」を参照のこと）
。この
パラメーターは，[EV_GUIDE_ 数字 ] と [END] の間に一つしか記述できません。
また，文字数は 10,240 バイト以内にしてください。10,241 バイト以上記述した場
合，10,241 バイト以降のメッセージは，
［ガイド］画面に表示されません。
なお，メッセージ中に ¥ を記述する場合は ¥¥，$ を記述する場合は ¥$ と記述します。
メッセージ中に $B. 属性名△，$E. 属性名△を指定した場合，JP1 イベントの属性
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名に対応する属性値がメッセージとして展開されます（△は半角スペースを表す）
。
また，$T.MONNODEID △を指定した場合は，監視ノード ID に置き換えられます
（△は半角スペースを表す）。対応する属性が存在しない場合は，空に置き換えられ
ます。
メッセージに改行を入れる場合は，¥n と指定します。
EV_FILE= ガイドメッセージファイル
ガイドメッセージファイルには，
［ガイド］画面に表示されるガイドメッセージの内
容を記述したファイルの名称をフルパスまたは相対パス（起点は Scope パス
¥conf¥guide¥，または /etc/opt/jp1scope/conf/guide/）で指定します。
このパラメーターは，[EV_GUIDE_ 数字 ] と [END] の間に一つしか記述できませ
ん。
ファイル名は，パスを含めて 1,024 バイト以内の文字数にしてください。1,024 バイ
トを超えた場合，JP1/IM - Manager の起動時または JP1/IM - View からのガイド
メッセージファイル呼び出し時にエラーとなります。
また，このパラメーターを指定する場合は，DESC_VERSION の値を 2 にしてくださ
い。
ガイドメッセージファイルとして指定できるファイルの名称，拡張子はユーザー任
意です。なお，ファイル名称にはご利用元で管理しやすい名称を，拡張子は表示す
るガイドメッセージが TXT 形式であれば .txt を，HTML 形式であれば .html，
.htm を使用することをお勧めします。
（例）guide001_AJS2.txt，または guide001_AJS2.htm
ガイドメッセージファイル
ガイドメッセージファイルには，［ガイド］画面から表示させたい情報を TXT
形式または HTML 形式で記述します。記述できる内容は，ガイド情報ファイル
の EV_GUIDE で記述できる内容と同じです。なお，ガイドメッセージファイル
の場合，改行を挿入して体裁を整えることもできます。
作成したガイドメッセージファイルは，任意のフォルダに格納できますが，ク
ラスタ構成の場合にシステムのフェールオーバーに対応するためには次のフォ
ルダに格納することを推奨します。
• Windows の場合
共有フォルダ ¥jp1scope¥conf¥guide¥
• UNIX の場合
共有ディレクトリ /jp1scope/conf/guide/
ガイドメッセージファイルの最大サイズは，1 メガバイトです。1 メガバイトを
超えた場合，JP1/IM - View の［ガイド］画面からのガイドメッセージファイル
読み込み時にエラーとなります。
HTML 形式のガイドメッセージファイルを作成する場合に使用できる HTML
タグおよび属性を次に示します。
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表 3-24

ガイドメッセージとして使用できる HTML タグ

タグ

属性

説明

HTML

−

HTML 文章であることを宣言します。このタグ
は必須です。

HEAD

−

HTML 文章のヘッダーを宣言します。
このタグは必須です。

BODY

−

HTML 文章の本文を宣言します。
このタグは必須です。

A

HREF="URL"

H1，H2，H3，
H4，H5，H6
FONT

−

リンク先 URL を指定します。相対パスおよび
「mailto:」で始まる URL は動作保証されませ
ん。
ここで指定したリンクは［ガイド］画面（HTML
形式）に表示されます。クリックすると WWW
ブラウザーが起動し，指定した URL にアクセス
できます。
見出しを指定します。

SIZE=" 文字サイズ "

文字サイズを指定します。指定できる値は 1 〜 7
です。

COLOR=" 文字色 "

文字色を指定します。指定できる色は次の 16 色
です。
black，silver，gray，white，maroon，
red，purple，fuchsia，green，lime，
olive，yellow，navy，blue，teal，aqua
これ以外の文字色は動作保証されません。

B

−

文字を太字にします。

I

−

文字を斜体にします。

HR

−

罫線を引きます。

BR

−

強制的に改行します。

（凡例） −：なし
なお，このほかの HTML タグについては動作保証していません。
[END]
ガイド情報の終了タグです。

注意事項
• # を指定した場合，# 以降は改行されるまでコメント扱いとなります。ただし，開始
タグ，属性情報，終了タグの後方にコメントを記述することはできません。開始タグ
と終了タグの後方にコメントを記述した場合は，エラーとなります。また，属性値の
後方にコメントを書いた場合は，属性値の一部として認識されます。
• 複数のガイド情報が一致する場合，ガイド情報ファイルで先に記述してある方が有効
になります。
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• イベント ID は 8 けた表記で記述してください。なお，EV_COMP_ 数字の属性指定に
B.ID と記述し，一致条件にイベント ID の基本部だけを指定する場合，拡張部の記述
を省略できます。
例
EV_COMP_1=B.ID:00004107:00000000 または EV_COMP_1=B.ID:00004107
• 正規表現には拡張正規表現を使用します。
• EV_GUIDE_ 数字タグ内の文字列は一意にしてください。不正な文字列がある場合は，
ログを出力して，該当個所を無視して処理します。
• EV_GUIDE_ 数字タグ内に記述できる属性以外が記述されている場合は，該当個所を
無視して処理します。
• EV_COMP_ 数字の数字は，NUM で指定された範囲内の数字 (1 〜 NUM) でない場合は，
無視されます。
• ¥ を記述する場合，¥¥ と記述する必要がありますが，¥n および ¥$ 以外に ¥ を記述して
いた場合は，ログを出力して，¥ を記述した行を無視して処理します。
• DESC_VERSION=1 で EV_GUIDE= メッセージと EV_FILE= ガイドメッセージファイ
ルを同時に指定した場合，EV_FILE= ガイドメッセージファイルの記述は無視されま
す。
• DESC_VERSION=2 で EV_GUIDE= メッセージと EV_FILE= ガイドメッセージファイ
ルを同時に指定した場合，EV_FILE= ガイドメッセージファイルの記述が優先されま
す。
• Windows の場合，07-00 の JP1/IM - Central Scope のガイド情報ファイルは，08-00
以降の JP1/IM - Manager でも読み込めます。
• Windows の場合，08-00 以降の JP1/IM - Manager のガイド情報ファイルは，07-00
の JP1/IM - Central Scope でも読み込むことはできますが，DESC_VERSION=2 の
EV_FILE= ガイドメッセージファイルの記述は無視され，EV_GUIDE= メッセージの
記述が優先されます。両方の記述がない場合はエラーとなります。
• ガイドメッセージファイルに記述されている内容および構文チェックは行われません。

定義例
# JP1/IM-CS Guide Information File.
DESC_VERSION=1
[EV_GUIDE_1]
NUM=2
EV_TITLE=JP1/AJS2 業務Aの異常終了
EV_COMP_1=T.MONNODEID:0000000A
EV_COMP_2=B.ID:00000111
EV_GUIDE=業務Aが異常終了しました。$E.C0 のホストで異常が発生していないか確認
してください。
[END]
[EV_GUIDE_2]
NUM=1
EV_COMP_1=B.ID:00004107
EV_GUIDE=ジョブが異常終了しました。$E.C0 のホストで異常が発生していないか確認
してください。¥n以前の障害例として，ホストAではメモリ不足によりジョブが失敗した
事があります。vmstatコマンドでメモリ空き容量を確認してください。
[END]
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状態変更イベント件数の上限監視設定ファイル
（evhist_warn_event_xxx.conf）
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS]
"EVHIST_WARN_EVENT"=dword:値

ファイル
evhist_warn_event_on.conf（状態変更イベント件数の上限監視を有効にする場合
に使用します）
evhist_warn_event_off.conf（状態変更イベント件数の上限監視を無効にする場合
に使用します）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
状態変更イベントの件数が上限（100 件）を超えた場合に，JP1 イベントの発行を有効
にするかどうかを設定するファイルです。
有効にした場合は，監視オブジェクトの状態変更イベントが 100 件を超えたときに，
JP1 イベントを発行します。発行される JP1 イベントは，イベント ID が 3FB1 の警告
イベントです。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで有効（JP1 イベントを
発行する）になっていますが，バージョンアップした場合には，無効（JP1 イベントを
発行しない）になっています。運用にあわせて，有効にするかどうかを検討してくださ
い。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS]
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JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"EVHIST_WARN_EVENT"=dword: 値
• evhist_warn_event_on.conf は，値が「00000001」です（イベント ID が
3FB1 の JP1 イベントが発行される）
。
• evhist_warn_event_off.conf は，値が「00000000」です（イベント ID が
3FB1 の JP1 イベントが発行されない）
。
このパラメーターは編集しないでください。
JP1 イベントの詳細は，
「4.2.2 JP1 イベントの詳細」を参照してください。
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対処済み連動設定ファイル
（action_complete_xxx.conf）
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS]
"ACTION_COMPLETE_MODE"=dword:値

ファイル
action_complete_on.conf（対処済み連動機能を有効にする場合に使用します）
action_complete_off.conf（対処済み連動機能を無効にする場合に使用します）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
対処済み連動機能を有効にするかどうかを設定するファイルです。
有効にした場合は，統合コンソールでの JP1 イベントの対処状況に連動して，統合ス
コープの監視オブジェクトの状態が変わります。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで有効になっています
が，バージョンアップした場合には無効になっています。
運用にあわせて，有効にするかどうかを検討してください。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"ACTION_COMPLETE_MODE"=dword: 値
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• action_complete_on.conf は，値が「00000001」です。
• action_complete_off.conf は，値が「00000000」です。
このパラメーターは編集しないでください。
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状態変更イベント自動削除設定ファイル
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS¥EVHISTORY]
"EVPROCESSED_MODE"=dword:値

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
JP1 イベントの対処状況を「対処済」にしたときに，状態変更イベントを自動で削除す
る機能を有効にするための定義ファイルです。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで無効となっています。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS¥EVHISTORY]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"EVPROCESSED_MODE"=dword: 値
状態変更イベントの自動削除機能を有効にする場合は「1」を，無効にする場合は
「0」を指定します。
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監視オブジェクト初期化設定ファイル
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS]
"AUTO_INITIALIZE_MODE"=dword:値

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
特定の JP1 イベントを受信したときに，監視オブジェクトを自動で初期化する機能を有
効にするための定義ファイルです。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで無効となっています。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"AUTO_INITIALIZE_MODE"=dword: 値
監視オブジェクトの自動初期化機能を有効にする場合は「1」を，無効にする場合は
「0」を指定します。
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監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リ
カバリー設定ファイル
（auto_dbbackup_xxx.conf）
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS¥JCSDB]
"AUTO_DB_BACKUP_RECOVERY"=dword:値

ファイル
auto_dbbackup_on.conf（監視オブジェクト DB のバックアップ・リカバリーを有効
にする場合に使用します）
auto_dbbackup_off.conf（監視オブジェクト DB のバックアップ・リカバリーを無
効にする場合に使用します）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
監視ツリー更新中の，OS のシャットダウンやクラスタシステムの系切り替え発生によ
る，監視オブジェクト DB の破損を防ぐための機能（監視オブジェクト DB の自動バッ
クアップ・リカバリー機能）を有効にするかどうかを設定するファイルです。
有効にした場合は，監視ツリー更新時に更新前の監視オブジェクト DB をバックアップ
し，障害発生時には，バックアップした監視オブジェクト DB をリカバリーします（障
害の発生なしで更新処理が終了した場合には，バックアップデータは自動的に削除され
ます）。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで有効になっています
が，バージョンアップした場合には無効になっています。運用にあわせて，有効にする
かどうかを検討してください。
なお，クラスタ運用している場合は，必ず有効に設定してください。

449

監視オブジェクト DB の自動バックアップ・リカバリー設定ファイル（auto_dbbackup_xxx.conf）

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS¥JCSDB]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"AUTO_DB_BACKUP_RECOVERY"=dword: 値
• auto_dbbackup_on.conf は，値が「00000001」です。
• auto_dbbackup_off.conf は，値が「00000000」です。
このパラメーターは編集しないでください。

記述例
論理ホスト HostA の JP1/IM - Manager に対し，監視オブジェクト DB の自動バック・
リカバリー機能を有効にします。
[HostA¥JP1SCOPE¥BMS¥JCSDB]
"AUTO_DB_BACKUP_RECOVERY"=dword:00000001
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CM ホスト定義ファイル
（jcs_atc_cm_host.conf）
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS]
"ATC_CM_HOST"="ホスト名"

ファイル
jcs_atc_cm_host.conf（CM ホスト定義ファイル）
jcs_atc_cm_host.conf.model（CM ホスト定義ファイル）

格納先ディレクトリ
Windows の場合
Scopeパス¥conf¥
共有フォルダ¥jp1scope¥conf¥（クラスタ運用時）
UNIX の場合
/etc/opt/jp1scope/conf/
共有ディレクトリ/jp1scope/conf/（クラスタ運用時）

説明
JP1/IM - Central Information Master 連携用の定義ファイルです。
監視ツリー（システム構成ツリー）を自動生成するための定義情報を収集する JP1/IM Central Information Master ホストを定義するファイルです。
なお，JP1/IM - Manager と同一ホストの JP1/IM - Central Information Master から定
義情報を収集する場合にはこの定義は不要です。

定義の反映時期
次の場合に定義が有効になります。
• jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したとき。
• jbssetcnf コマンドを実行し，jco_spmd_reload コマンドを実行したとき。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
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"ATC_CM_HOST"=" ホスト名 "
ホスト名に連携する JP1/IM - Central Information Master のホスト名を指定しま
す。省略した場合は，JP1/IM - Central Information Master のホストが JP1/IM Manager と同一のホストであると仮定して動作します。
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状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイル
形式
[論理ホスト名¥JP1SCOPE¥BMS]
"EVENT_MATCH_MODE"=dword:値

ファイル
任意のファイルを使用します。

格納先ディレクトリ
Windows の場合
任意のフォルダ
UNIX の場合
任意のディレクトリ

説明
状態変更条件メモリー常駐機能を有効にするための定義ファイルです。
JP1/IM - Manager を新規インストールした場合は，デフォルトで無効となっています。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - Manager を再起動したあとに有効になります。

記述内容
[ 論理ホスト名 ¥JP1SCOPE¥BMS]
JP1/IM の環境設定のキー名称です。
論理ホスト名の部分を，物理ホストの場合は JP1_DEFAULT に，論理ホストの場合
は論理ホスト名に設定します。
"EVENT_MATCH_MODE"=dword: 値
状態変更条件メモリー常駐機能を有効にする場合は「1」を，無効にする場合は「0」
を指定します。
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通信環境定義ファイル（view.conf.update）
形式
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16進数値
"COM_RMI_TIMEOUT"=dword:16進数値

ファイル
view.conf.update（通信環境定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥default¥

説明
JP1/IM - View と JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Console）間の通信でのタイム
アウト時間を定義するファイルです。
ネットワークに低速の回線が使われていたり，ビューアーホストの負荷が高かったりす
るときに，ビューアーの通信処理でタイムアウトによる通信エラーが発生することがあ
ります。このような場合に，通信のタイムアウト時間を変更することで通信エラーの発
生を防げます。
なお，この定義ファイルの値を変更する場合は，JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）用の通信環境定義ファイルの値も変更する必要があります。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - View を再起動した後に有効になります。

記述内容
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
JP1/IM - View 環境設定のキー名称です。
JP1/IM - View の場合，このパラメーターは固定です。
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:16 進数値
受信データの到着待ち時間（ソケットタイムアウト値）を 16 進数で指定します。単
位はミリ秒です。デフォルト値は dword:000009C4（2,500 ミリ秒）です。
低速回線や，イベントトラフィックが高い環境の場合は長めに設定します。
"COM_RMI_TIMEOUT"=dword:16 進数値
次に示す操作または設定時に発生する通信処理のタイムアウト時間（サーバ処理タ
イムアウト値）を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。
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• ログイン
• ログアウト
•［イベントコンソール］画面の手動および自動更新
• イベントの対処状況の変更
• 重要イベントの削除
• イベント検索
• ユーザー環境設定
• 重要イベント設定
• 自動アクション設定
• フィルター設定
• コマンド実行操作
• 機能状態通知復帰の操作
• 応答待ちイベントに対する応答・滞留解除
指定できる値は 0000EA60 〜 0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，デフォル
ト値は dword:0000EA60（60,000 ミリ秒）です。

注意事項
• タイムアウト時間を設定する場合は，接続する JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central
Console）でも同様の設定が必要です。
• 必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モ
デルファイルをコピーして，内容を編集してください。

記述例
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
"COM_SO_TIMEOUT"=dword:000009C4
"COM_RMI_TIMEOUT"=dword:0000EA60
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通信環境定義ファイル（tree_view.conf.update）
形式
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
"SOV_LOGIN_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_GETTREE_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_SETTREE_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_MAKETREE_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_GETMAP_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_SETMAP_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_GETPROFILE_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_SETPROFILE_TIMEOUT"=dword:16進数値
"SOV_DEF_TIMEOUT"=dword:16進数値

ファイル
tree_view.conf.update（通信環境定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥default¥

説明
JP1/IM - View と JP1/IM - Manager（JP1/IM - Central Scope）間の通信でのタイムア
ウト時間を定義するファイルです。
ネットワークに低速の回線が使われていたり，ビューアーホストの負荷が高かったりす
るときに，ビューアーの通信処理でタイムアウトによる通信エラーが発生することがあ
ります。このような場合に，通信のタイムアウト時間を変更することで通信エラーの発
生を防げます。

定義の反映時期
jbssetcnf コマンドを実行し，JP1/IM - View を再起動した後に有効になります。

記述内容
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
JP1/IM - View 環境設定のキー名称です。
JP1/IM - View の場合，このパラメーターは固定です。
"SOV_LOGIN_TIMEOUT"=dword:16 進数値
ログイン・ログアウト処理のサーバ応答待ち時間を 16 進数で指定します。単位はミ
リ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜 0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，
デフォルト値は dword:0002BF20（180,000 ミリ秒）です。
"SOV_GETTREE_TIMEOUT"=dword:16 進数値
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監視オブジェクトの状態取得，監視ツリーの更新，［監視ツリー ( 編集中 )］画面の
表示処理のサーバ応答待ち時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定で
きる値は 0000EA60 〜 0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，デフォルト値は
dword:0036EE80（3,600,000 ミリ秒）です。
"SOV_SETTREE_TIMEOUT"=dword:16 進数値
監視オブジェクトの状態変更，監視対象設定，ツリー更新処理のサーバ応答待ち時
間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜
0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒），デフォルト値は dword:0036EE80
（3,600,000 ミリ秒）です。
"SOV_MAKETREE_TIMEOUT"=dword:16 進数値
監視ツリーの自動生成処理のサーバ応答待ち時間を 16 進数で指定します。単位はミ
リ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜 0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，
デフォルト値は dword:0036EE80（3,600,000 ミリ秒）です。
"SOV_GETMAP_TIMEOUT"=dword:16 進数値
ビジュアル監視一覧の表示，ビジュアル監視画面の表示処理のサーバ応答待ち時間
を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜
0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒），デフォルト値は dword:0002BF20
（180,000 ミリ秒）です。
"SOV_SETMAP_TIMEOUT"=dword:16 進数値
ビジュアル監視の作成，削除，コピー，ビジュアル監視更新処理のサーバ応答待ち
時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜
0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒），デフォルト値は dword:0002BF20
（180,000 ミリ秒）です。
"SOV_GETPROFILE_TIMEOUT"=dword:16 進数値
監視ツリー画面用システム環境設定，ユーザー環境設定の取得処理のサーバ応答待
ち時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜
0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒），デフォルト値は dword:0002BF20
（180,000 ミリ秒）です。
"SOV_SETPROFILE_TIMEOUT"=dword:16 進数値
監視ツリー画面用システム環境設定，ユーザー環境設定の反映処理のサーバ応答待
ち時間を 16 進数で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜
0036EE80（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒），デフォルト値は dword:0002BF20
（180,000 ミリ秒）です。
"SOV_DEF_TIMEOUT"=dword:16 進数値
監視オブジェクトのプロパティ取得，監視オブジェクトのプロパティ設定，ログイ
ンユーザー一覧取得，自動生成構成選択の取得処理のサーバ応答待ち時間を 16 進数
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で指定します。単位はミリ秒です。指定できる値は 0000EA60 〜 0036EE80
（60,000 〜 3,600,000 ミリ秒）
，デフォルト値は dword:001B7740（1,800,000 ミリ
秒）です。

注意事項
必要な定義内容をモデルファイルとして提供しています。設定を変更する場合は，モデ
ルファイルをコピーして，内容を編集してください。

定義例
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEVIEW]
"SOV_LOGIN_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_GETTREE_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_SETTREE_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_MAKETREE_TIMEOUT"=dword:0036EE80
"SOV_GETMAP_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_SETMAP_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_GETPROFILE_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_SETPROFILE_TIMEOUT"=dword:0002BF20
"SOV_DEF_TIMEOUT"=dword:0002BF20
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IM-View 設定ファイル（tuning.conf）
形式
LOGIN_HISTORY_MAX=接続先ホスト入力履歴数
MENU_AUTO_START={ON | OFF}
ACTIONLIST_AUTO_START={ON | OFF}
WWW_BROWSER_PATH=起動ブラウザーのパス
CLIPBOARD_OUTPUT={ON | OFF}

ファイル
tuning.conf（IM-View 設定ファイル）
tuning.conf.model（IM-View 設定ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥conf¥

説明
JP1/IM - View の動作を定義するファイルです。ログイン画面での接続先ホスト入力履歴
数，イベントコンソール画面表示時の動作，およびクリップボードへのコピー可否を設
定します。

記述内容
LOGIN_HISTORY_MAX= 接続先ホスト入力履歴数
ログイン画面の［接続ホスト名］リストボックスに表示する入力履歴の数を指定し
ます。
指定できる値は，0 〜 20 です。0 を指定した場合は，入力履歴を表示しません。こ
のパラメーターを指定しなかった場合は，「5」を仮定します。デフォルトは，「5」
です。
MENU_AUTO_START={ON | OFF}
イベントコンソール画面を表示したときに統合機能メニューを起動するかどうかを
指定します。「ON」を指定すると，イベントコンソール画面表示時に統合機能メ
ニュー画面を起動します。「OFF」を指定すると，イベントコンソール画面表示時に
統合機能メニュー画面を起動しません。このパラメーターを指定しなかった場合は，
「OFF」を仮定します。デフォルトは，
「OFF」です。
ACTIONLIST_AUTO_START={ON | OFF}
イベントコンソール画面を表示したときに［アクション結果一覧］画面を表示する
かどうかを指定します。「ON」を指定すると，イベントコンソール画面表示時に
［アクション結果一覧］画面を起動します。
「OFF」を指定すると，イベントコン
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ソール画面表示時に［アクション結果一覧］画面を起動しません。このパラメー
ターを指定しなかった場合は，
「OFF」を仮定します。デフォルトは，
「OFF」です。
WWW_BROWSER_PATH= 起動ブラウザーのパス
統合機能メニューおよびモニター画面呼び出しで使用する WWW ブラウザーの起動
パスを指定します。なお，このパラメーターはデフォルトでは記述されていません。
指定する場合は，パラメーターを定義ファイルに追加する必要があります。
パスの指定ではパスに含まれる「¥」を「¥¥」と記述します。起動パス名は「"」で
囲まないで記述します。指定する WWW ブラウザーが，統合機能メニューおよびモ
ニター画面呼び出しで起動するアプリケーションが前提としている WWW ブラウ
ザーかどうかを確認しておいてください。
このパラメーターを指定しなかった場合は，そのホストでファイルタイプ「.html」
に関連づけられている WWW ブラウザーが使用されます。ファイルタイプ「.html」
に関連づけられている WWW ブラウザー以外の WWW ブラウザー（バージョンが
異なるものも含む）を使用したい場合に，このパラメーターを指定します。
CLIPBOARD_OUTPUT={ON | OFF}
JP1 イベント情報，アクション結果，コマンド実行結果をクリップボードにコピー
する機能を有効にするかどうかを指定します。なお，このパラメーターはデフォル
トでは記述されていません。指定する場合は，パラメーターを定義ファイルに追加
する必要があります。
「ON」を指定すると，クリップボードへのコピー機能が有効になります。JP1/IM View の画面でコピーしたい情報を選択し Ctrl+C を押すと，選択している情報が
CSV 形式でクリップボードにコピーされます。また，［イベントコンソール］画面
の［編集］メニューに［コピー］が表示されます。
「OFF」を指定すると，クリップボードへのコピー機能が無効になります。
このパラメーターを指定しなかった場合は，
「OFF」を仮定します。

注意事項
tuning.conf ファイルの各項目は，「パラメーター名 = 値」という形式で記述します。
定義ファイル中の，次の行は無視されます。
• 空白文字だけの行
• 空白文字を除いた先頭の文字が「#」の行（コメント行）

定義例
# ****************************************************************
# *** JP1/Integrated Management - View Tuning definition file ***
# ****************************************************************
# Input history maximum number in connected hostname input field on
log in screen
LOGIN_HISTORY_MAX=5
# Tool Launcher is automatically started at log in whether (ON)
(OFF).
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MENU_AUTO_START=OFF
# List of Action Result is automatically started at log in whether
(ON) (OFF).
ACTIONLIST_AUTO_START=OFF
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WWW ページ呼び出し定義ファイル
（hitachi_jp1_ 製品名 .html）
形式
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;URL=他製品のWWWページのURL">
</HEAD>
</HTML>

ファイル
hitachi_jp1_ 製品名 .html（WWW ページ呼び出し定義ファイル）
hitachi_jp1_ 製品名 .html.model（WWW ページ呼び出し定義ファイルのモデル
ファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥conf¥webdata¥ja¥

説明
統合機能メニューから他製品の WWW ページを呼び出すときに使用するファイルです。
統合機能メニューから他製品の WWW ページを呼び出す場合，いったん WWW ページ
呼び出し定義ファイルを参照し，このファイルで定義されている URL にジャンプするよ
うになっています。ユーザーは，他製品の WWW ページを統合機能メニューから呼び出
す場合，自分の環境に合わせてこのファイルに記述された URL を編集する必要がありま
す。
なお，URL の編集をせずに統合機能メニューから WWW ページを表示しようとすると，
設定方法を記述したページが表示されます。
WWW ページ呼び出し定義ファイル一覧
JP1/IM では，次の表に示す定義ファイルを提供しています。
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表 3-25

統合機能メニューの名称と対応する WWW ページ呼び出し定義ファイル一覧
統合機能メニューのメニュー項目

フォルダ名

サブフォルダ
名

WWW ページ呼び出し
定義ファイル名

製品名

機能名

ネットワーク
管理

−

ネットワーク
ノードマネー
ジャー

hitachi_jp1_cm2.h
tml

JP1/Cm2/
NNM または
HP
OpenView
NNM

資産・配布管
理

−

統合資産管理

hitachi_jp1_asset
infomationmanager
.html

JP1/NETM/
Asset
Information
Manager

資産・配布管理

hitachi_jp1_netmd
m.html

JP1/NETM/
DM Manager

ストレージシス
テム稼働管理

hitachi_jp1_hicom
mand_tuning_manag
er.html

JP1/
HiCommand
Tuning
Manager

ストレージハー
ドウェア管理

hitachi_jp1_hicom
mand_device_manag
er.html

JP1/
HiCommand
Device
Manager

ストレージリ
ソース割当管理

hitachi_jp1_hicom
mand_provisioning
_manager.html

JP1/
Hicommand
Provisioning
Manager

ストレージレプ
リケーション管
理

hitachi_jp1_hicom
mand_replication_
monitor.html

JP1/
Hicommand
Replication
Monitor

階層ストレージ
リソース管理

hitachi_jp1_hicom
mand_tiered_stora
ge_manager.html

JP1/
HiCommand
Tiered
Storage
Manager

グローバル入出
力パス稼働管理

hitachi_jp1_hicom
mandGLAM.html

JP1/
HiCommand
Global Link
Availability
Manager

Web コンソー
ル

hitachi_jp1_syste
mmanager.html

JP1/Server
Conductor

−

※

ストレージ管
理

サーバ管理

ストレージエ
リア管理

−

（凡例）
−：なし
注※

Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，JP1/NETM/DM
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Manager の WWW ページ版との連携はできません。

これらの HTML ファイルに記述された URL を各製品の WWW ページの URL に変
更することで，
［統合機能メニュー］画面からほかの製品の WWW ページを起動で
きるようになります。

定義の反映時期
JP1/IM - View を再起動すると，有効になります。

記述内容
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;URL= 他製品の WWW ページの URL">
他製品の WWW ページの URL を指定します。
なお，URL の編集をせずに統合機能メニューから他製品の WWW ページを表示し
ようとすると，設定方法を記述したページ※（View パス
¥conf¥webdata¥ja¥webconfig_hitachi_jp1_ 製品名 .html）が表示されま
す。このページを参考にして URL を指定してください。
注※
• このページに記述された URL は標準的な値です。製品によってはユーザーが
URL をカスタマイズできるものがあるため，他製品側で使用している URL
を事前にご確認ください。
また，他製品のバージョンアップなどによって URL が変更になる場合があり
ます。URL を設定しても画面が起動されない場合には，各製品のマニュアル
などをご確認ください。
•「ホスト名」には，WWW ページに対応する製品をインストールしたマシンの
ホスト名または IP アドレスを指定してください。

定義例
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;URL=http://hostA/OvCgi/
ovlaunch.exe">
</HEAD>
</HTML>
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起動プログラム定義ファイル
（!JP1_CS_APP0.conf）
形式
@define-block type="application-execution-def";
id="プログラム識別子";
path="起動プログラムのパス";
@define-block-end;

ファイル
!JP1_CS_APP0.conf（起動プログラム定義ファイル）
!JP1_CS_APP0.conf.model（起動プログラム定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥conf¥sovtoolexec¥ja¥

説明
監視ツリー画面のツールバーに追加するプログラムの起動パスを定義するファイルです。
なお，監視ツリー画面のツールバーにプログラムを追加し，ツールバーからそのプログ
ラムを起動するには，下記定義ファイルも編集する必要があります。
• ツールバー定義ファイル
• アイコン動作定義ファイル

定義の反映時期
監視ツリー画面を再起動すると有効になります。

記述内容
@define-block type 〜 @define-block-end;
@define-block type 〜 @define-block-end; で一つの定義ブロックとなりま
す。監視ツリー画面のツールバーにプログラムを複数追加する場合は，この定義ブ
ロックを複数記述します。この定義ブロックに記述できるパラメーターを次に示し
ます。
id=" プログラム識別子 "
起動するプログラムを表す識別子を指定します。指定できるのは，32 バイト以
内の半角英数字で構成される文字列です。この文字列は定義ファイル内でユ
ニークである必要があります。また，このパラメーターで指定するプログラム
識別子は，アイコン動作定義ファイル（!JP1_CS_FTREE0.conf）で指定する
プログラム識別子と同一にする必要があります。
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path=" 起動プログラムのパス "
起動するプログラムのパスを指定します。指定できる実行形式ファイルは，
.exe または .bat ファイルです。

定義例
#
# All Rights Reserved. Copyright (C) 2003, Hitachi, Ltd.
#
@file type="application-execution-definition", version="0300";
#---------------------------------------------------------@define-block type="application-execution-def";
id="app_notepad";
path="C:¥WINNT¥NOTEPAD.EXE";
@define-block-end;
#----------------------------------------------------------
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ツールバー定義ファイル
（!JP1_CS_FTOOL0.conf）
形式
@define-block type="function-toolbar-def";
toolbar="sov_JP1_IM_Central_Console|sov_JP1_IM_Function_Tree|sov_JP1_IM_Visual
_View|sov_JP1_IM_Bmv_Help|アイコン識別子...";
@define-block-end;

ファイル
!JP1_CS_FTOOL0.conf（ツールバー定義ファイル）
!JP1_CS_FTOOL0.conf.model（ツールバー定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥conf¥sovtoolitem¥ja¥

説明
監視ツリー画面のツールバーに追加するプログラムの並び順を定義するファイルです。
なお，監視ツリー画面のツールバーにプログラムを追加し，ツールバーからそのプログ
ラムを起動するには，下記定義ファイルも編集する必要があります。
• 起動プログラム定義ファイル
• アイコン動作定義ファイル

定義の反映時期
監視ツリー画面を再起動すると有効になります。

記述内容
@define-block type 〜 @define-block-end;
@define-block type 〜 @define-block-end; で一つの定義ブロックとなりま
す。定義ファイル中一つしか定義できません。
toolbar="sov_JP1_IM_Central_Console|sov_JP1_IM_Function_Tree|so
v_JP1_IM_Visual_View|sov_JP1_IM_Bmv_Help| アイコン識別子 ";
アイコンを表す識別子は「|」で区切られ，この記載順序に従ってアイコンは，
［監視ツリー］画面で左から並んで表示されます。識別子として指定できるの
は，32 バイト以内の半角英数字で構成される文字列です。この文字列は定義
ファイル内でユニークである必要があります。また，このパラメーターで指定
するアイコン識別子は，アイコン動作定義ファイル
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（!JP1_CS_FTREE0.conf）で指定するアイコン識別子と同一にする必要があ
ります。

定義例
#
# All Rights Reserved. Copyright (C) 2003, Hitachi, Ltd.
#
@file type="function-definition", version="0300";
#---------------------------------------------------------@define-block type="function-toolbar-def";
toolbar="sov_JP1_IM_New_Info|sov_JP1_IM_Visual_View|sov_JP1_IM_Fun
ction_Tree|sov_JP1_IM_Central_Console|sov_JP1_IM_Bmv_Help|tool_not
epad";
@define-block-end;
#----------------------------------------------------------
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アイコン動作定義ファイル
（!JP1_CS_FTREE0.conf）
形式
@define-block type="function-tree-def";
id="アイコン識別子";
name="ツールチップ";
iconstandard="アイコン格納パス";
icondown="アイコン格納パス";
iconrollover="アイコン格納パス";
icondisable="アイコン格納パス";
execute_id="プログラム識別子";
arguments="引数";
@define-block-end;

ファイル
!JP1_CS_FTREE0.conf（アイコン動作定義ファイル）
!JP1_CS_FTREE0.conf.model（アイコン動作定義ファイルのモデルファイル）

格納先ディレクトリ
View パス ¥conf¥sovtoolitem¥ja¥

説明
監視ツリー画面のツールバーに表示するアイコンの動作を定義するファイルです。
なお，監視ツリー画面のツールバーにプログラムを追加し，ツールバーからそのプログ
ラムを起動するには，下記定義ファイルも編集する必要があります。
• 起動プログラム定義ファイル
• ツールバー定義ファイル

定義の反映時期
監視ツリー画面を再起動すると有効になります。

記述内容
@define-block type 〜 @define-block-end;
@define-block type 〜 @define-block-end; で一つの定義ブロックとなりま
す。
監視ツリー画面のツールバーにプログラムを複数追加する場合は，この定義ブロッ
クを複数記述します。この定義ブロックに記述できるパラメーターを次に示します。
id=" アイコン識別子 ";
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アイコンを表す識別子を指定します。識別子として指定できるのは，32 バイト
以内の半角英数字で構成される文字列です。この文字列は定義ファイル内でユ
ニークである必要があります。また，このパラメーターで指定するアイコン識
別子は，!JP1_CS_FTOOL0.conf で指定するアイコン識別子と同一にする必要
があります。
name=" ツールチップ ";
カーソルをアイコンの上に置いたときに表示されるツールチップを指定します。
iconstandard=" アイコン格納パス ";
通常時に表示されるアイコンをフルパスで指定します。
icondown=" アイコン格納パス ";
アイコンをクリックしたときに表示されるアイコンをフルパスで指定します。
iconrollover=" アイコン格納パス ";
カーソルをアイコンの上に移動したときに表示されるアイコンをフルパスで指
定します。
icondisable=" アイコン格納パス ";
そのプログラムが起動できない場合に表示されるアイコンをフルパスで指定し
ます。
execute_id=" プログラム識別子 ";
起動するプログラムを表す識別子を指定します。識別子として指定できるのは，
32 バイト以内の半角英数字で構成される文字列です。この文字列は定義ファイ
ル内でユニークである必要があります。また，このパラメーターで指定するプ
ログラム識別子は，起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）で
指定するプログラム識別子と同一にする必要があります。
arguments=" 引数 ";
起動プログラム定義ファイル（!JP1_CS_APP0.conf）で定義した起動するプ
ログラム（起動パス）に対する引数を指定します。

定義例
#---------------------------------------------------------# Definition changed by 07-00.
@define-block type="function-tree-def";
id="tool_notepad";
name="メモ帳";
iconstandard="%SOV_INSTALL_PATH%¥image¥sovtool¥blank_standard.gif"
;
icondown="%SOV_INSTALL_PATH%¥image¥sovtool¥blank_down.gif";
iconrollover="%SOV_INSTALL_PATH%¥image¥sovtool¥blank_over.gif";
icondisable="%SOV_INSTALL_PATH%¥image¥sovtool¥blank_disable.gif";
execute_id="app_notepad";
arguments="C:¥test.txt";
@define-block-end;
#----------------------------------------------------------
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ツリー構成ファイル
形式
TREE:BUILD=値;ID=値;[DATE=生成日時;]CSV_VER=08100000;MSCOPE=ON（改行）
OBJ:監視ノード名, NID:監視ノードID, ICO:アイコン名, TYPE:監視ノード種別, CLASS:監視オブ
ジェクト種別, STA:状態ID, CHDT:状態更新時刻, OBS:監視状態, STD:基本情報(属性名1=属性値
1), BKIMG=背景画像ファイル名, POT:X=X座標;Y=Y座標;Z=Z座標, CON:NAME=状態変更条件名,
STA=遷移状態ID, CID=共通条件ID;共通条件情報, GCON:NAME=状態変更条件名, STA=遷移状態ID,
CSTA=子ノードの状態ID, NUM>=子ノードの個数, RATIO>=子ノードの比率, (個別条件名==個別条件
値), EVE:STA=状態ID, RES:JP1資源グループ名, OWN:監視ノード所有者名, OPE:操作項目のリス
ト（改行）
:

（凡例）
（改行）
：改行を意味する。
太字：編集できることを意味する（ほかの個所は編集できない）
。

ファイル
任意のファイル（ツリー構成ファイル）

格納先ディレクトリ
任意のフォルダ

説明
［監視ツリー］画面に表示される監視ツリーのツリー構成を定義したファイルです。
ツリー構成ファイルを編集することで，監視ツリーに表示される監視ノードの名称，基
本情報の属性値などを変更することができます。ツリー構成ファイルは，
［監視ツリー］
画面または［監視ツリー ( 編集中 )］画面からツリー構成をローカルに保存することで作
成できます。なお，これらの方法以外で，ツリー構成ファイルを作成しないでください。
また，ツリー構成ファイルを編集する場合，以下の記述内容で説明する値以外は変更し
ないでください。
編集してはならない値を誤って更新した場合，ツリー構成ファイルのバックアップがあ
るときはツリー構成ファイルを更新し直してください。バックアップがないときは
jcsdbsetup または jcsdbimport コマンドを使用して監視オブジェクト DB をセット
アップし直してください。

定義の反映時期
［監視ツリー ( 編集中 )］画面でこの定義ファイルを開いた後，JP1/IM - Manager に反映
することで有効になります。

記述内容
TREE
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TREE に含まれる下記パラメーターの内容は変更できません。
BUILD= 値
値にはツリー生成番号が表示されます。なお，このパラメーターの値は，サー
バへの更新によって変更されます。
ID= 値
値にはツリー ID が表示されます。
DATE= 生成日時
生成日時にはツリー生成日時が表示されます。なお，このパラメーターの値は，
サーバへの更新および監視ノードの状態変更によって更新されます。
CSV_VER=08100000
CSV ファイルのフォーマットバージョンです。
MSCOPE={ON | OFF}
監視範囲設定の有効・無効が表示されます。ON の場合，監視範囲設定が有効で
す。
OBJ: 監視ノード名
監視ノード名には監視ツリーに表示される監視ノード名が表示されます。ユーザー
が変更できます。指定できる文字数は最大 255 バイトです。半角英数字，全角文字
（外字を除く）を使用できます。なお，監視ノードにセミコロン (;) を入力する場合
には，セミコロンを二つ重ねて入力してください。
監視ノード名にコンマ (,) を入力する場合は，OBJ の項目全体をダブルクォーテー
ション (") で囲んでください。
例
監視ノード名を「監視 , ノード」とする場合は，下記のように記述します。
"OBJ: 監視 , ノード "
監視ノード名にダブルクォーテーション (") を入力する場合は，OBJ の項目全体を
ダブルクォーテーション (") で囲み，さらに監視ノード名のダブルクォーテーション
(") の前にもう一つダブルクォーテーション (") を記述してください。
例
監視ノード名を「" 監視ノード "」とする場合，下記のように記述します。
"OBJ:"" 監視ノード """
NID: 監視ノード ID
監視ノード ID には監視ツリーに表示される監視ノードの ID が 16 進数 8 けたで表
示されます。ユーザーが変更できます。
なお，監視ノード ID は，ほかの監視ノードの監視ノード ID と重複しないように注
意してください。監視ノード ID には，00000001 〜 7FFFFFFF を指定してくださ
い。
ICO: アイコン名
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監視ノードのアイコン名が最大で三つ，セミコロン（;）区切りで表示されます。
このパラメーターは変更できません。
TYPE: 監視ノード種別
監視グループ，監視オブジェクト，および仮想ルートノードを識別する ID が表示さ
れます。このパラメーターは変更できません。
CLASS: 監視オブジェクト種別
監視オブジェクトの種別が表示されます。このパラメーターは変更できません。
STA: 状態 ID
監視ノードの状態を示す ID が表示されます。このパラメーターは変更できません。
CHDT: 状態更新時刻
監視ノードの状態が更新された時刻が表示されます。このパラメーターは変更でき
ません。
OBS: 監視状態
監視ノードの監視状態が表示されます。このパラメーターは変更できません。
STD: 属性名 = 属性値
監視ノードの基本情報を定義した場合には，その属性名と属性値が表示されます。
基本情報は，複数指定がある場合，セミコロン（;）で区切られます。
属性値だけ変更できます。属性値に指定できる文字数は最大 1,023 バイト※です。
なお，属性値にセミコロン (;) を入力する場合には，セミコロンを二つ重ねて入力し
てください。
注※

全フィールドのトータルでは 1,280 バイト以内です（例えば基本情報を五つ

設定した場合，五つの属性値の合計が 1,280 バイト以内にする必要がある）。
属性値にコンマ (,) を入力する場合は，STD の項目全体をダブルクォーテーション
(") で囲んでください。
例
属性値を「属性 , 値」とする場合は，下記のように記述します。
"STD: 属性名 ="" 属性 , 値 "
属性値にダブルクォーテーション (") を入力する場合は，STD の項目全体をダブル
クォーテーション (") で囲み，さらに属性値のダブルクォーテーション (") の前にも
う一つダブルクォーテーション (") を記述してください。
例
属性値を「" 属性値 "」とする場合は，下記のように記述します。
"STD: 属性名 ="" 属性値 """
BKIMG= 背景画像ファイル名
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のマップ表示時，または［ビジュアル監視 ( 編集中 )］
画面で設定されている背景画像ファイル名が表示されます。このパラメーターは変

473

ツリー構成ファイル

更できません。
POT:X=X 座標 ;Y=Y 座標 ;Z=Z 座標
［監視ツリー ( 編集中 )］画面のマップ表示時，または［ビジュアル監視 ( 編集中 )］
画面で設定されているアイコンの位置情報（座標軸）が表示されます。このパラ
メーターは変更できません。
CON
CON に含まれるパラメーターには以下のものがあります。なお，CON パラメーター
は TYPE の値が 1（監視グループ）の場合は表示されません。
NAME= 状態変更条件名
状態変更条件名が表示されます。ユーザーが変更できます。指定できる文字数
は最大 63 バイトです。半角英数字，全角文字（外字を除く）を使用できます。
* " ' ¥ : ; | = + ? <.> は使用できません。なお，同行に NAME パラメー
ターが複数ある場合，その中で同じ状態変更条件名は使用できないため，注意
してください。
状態変更条件名にコンマ (,) を入力する場合は，CON の項目全体をダブル
クォーテーション (") で囲んでください。
例
状態変更条件名を「状態変更 , 条件名」とする場合，下記のように記述しま
す。
"CON:NAME= 状態変更 , 条件名 ;STA=700; 個別条件名 == 個別条件値 "
STA= 遷移状態 ID
遷移状態 ID が表示されます。このパラメーターは変更できません。
CID= 共通条件 ID; 共通条件情報
共通条件 ID および共通条件情報が表示されます。共通条件情報には，
［状態変
更条件設定］画面で設定した，システムが管理するために必要な ID や情報など
の共通条件が表示され，セミコロン（;）で区切られます。なお，これらのパラ
メーターは変更できません。
GCON
GCON に含まれるパラメーターには以下のものがあります。
なお，GCON パラメーターは TYPE の値が 2（監視オブジェクト）の場合や，監視グ
ループの状態変更条件を一つも設定していない場合は表示されません。
NAME= 状態変更条件名
状態変更条件名が表示されます。ユーザーが変更できます。指定できる文字数
は最大 63 バイトです。半角英数字，全角文字（外字を除く）を使用できます。
* " ' ¥ : ; | = + ? <.> は使用できません。なお，同行に NAME パラメー
ターが複数ある場合，その中で同じ状態変更条件名は使用できないため，注意
してください。
状態変更条件名にコンマ (,) を入力する場合は，GCON の項目全体をダブル
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クォーテーション (") で囲んでください。
STA= 遷移状態 ID
遷移状態 ID が表示されます。このパラメーターは変更できません。
CSTA= 子ノードの状態 ID
子ノードの状態 ID が表示されます。このパラメーターは変更できません。
NUM>= 子ノードの個数
子ノードの個数が表示されます。このパラメーターは変更できません。また，
RATIO と同時に指定することはできません。
RATIO>= 子ノードの比率
子ノードの比率が表示されます。このパラメーターは変更できません。また，
NUM と同時に指定することはできません。
個別条件名 == 個別条件値
［状態変更条件設定］画面で個別条件を設定した場合に表示されます。個別条件
は，複数指定がある場合，セミコロン（;）で区切られます。個別条件値だけ変
更できます。なお，== 部分は GUI での設定によって次のように変わりますが，
この部分は変更しないでください。
==：「と一致する」
!=：「と一致しない」
^=：「から始まる」
>=：「を含む」
<=：「を含まない」
*=：「正規表現」
+=：「ホスト名比較」
個別条件値に指定できる文字数は最大 1,023 バイト※です。なお，個別条件値
にセミコロン（;）を入力する場合には，セミコロンを二つ重ねて入力してくだ
さい。
注※

全フィールドのトータルでは 1,280 バイト以内です（例えば個別条件を

五つ設定した場合，五つの条件値の合計が 1,280 バイト以内にする必要があ
る）
。
個別条件値にコンマ (,) を入力する場合は，CON の項目全体をダブルクォー
テーション (") で囲んでください。
例
個別条件値を「個別 , 条件値」とする場合は，下記のように記述します。
"CON:NAME= 状態変更条件名 ;STA=700; 個別条件名 == 個別 , 条件値 "
個別条件値にダブルクォーテーション (") を入力する場合は，CON の項目全体
をダブルクォーテーション (") で囲み，さらに属性値のダブルクォーテーション
(") の前にもう一つダブルクォーテーション (") を記述してください。
例
個別条件値を「" 個別条件値 "」とする場合は，下記のように記述します。
"CON:NAME= 状態変更条件名 ,;STA=700; 個別条件名 =="" 個別条件値 """
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EVE:STA= 状態 ID
イベント発行条件で設定した状態の状態 ID が表示されます。このパラメーターは変
更できません。
RES:JP1 資源グループ名
監視ノードの JP1 資源グループ名が表示されます。このパラメーターは変更できま
せん。
OWN: 監視ノード所有者名
監視ノードの所有者名が表示されます。このパラメーターは変更できません。
OPE: 操作項目のリスト
ログインしたユーザーが監視ノードに対して保有する操作項目のリストが表示され
ます。このパラメーターは変更できません。

注意事項
• 特別な理由がない場合は，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面を使って監視ツリーを編集す
ることを推奨します。
• 全角文字を使用する場合は，文字コードを MS932 に統一してください。
• 外字は使用できません。
• エスケープ文字は入力しないでください。
• 監視ノード ID を変更すると，［ビジュアル監視］画面に影響がでるおそれがありま
す。これは，
［監視ツリー］画面，［ビジュアル監視］画面に表示される監視ノードが
監視ノード ID をキーに管理されているためです。
監視ノード ID を変更した場合は，画面表示に問題がないか［ビジュアル監視］画面
の確認をしてください。
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4

JP1 イベント
この章では，JP1/IM が出力する JP1 イベントの種類とその属
性について説明します。

4.1 JP1 イベントの属性
4.2 JP1/IM が出力する JP1 イベント
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4.1 JP1 イベントの属性
JP1 イベントの属性を示します。JP1 イベントの属性には基本属性と拡張属性がありま
す。
基本属性は，すべての JP1 イベントが持っている属性です。拡張属性は，JP1 イベント
を発行するプログラムが独自に割り当てる属性です。

4.1.1

基本属性

JP1 イベントの基本属性を次の表に示します。
なお，基本属性の属性名には B.ID のように先頭に「B.」を付けて区別する場合がありま
す。設定する際に「B.」を付ける必要がある場合は，マニュアル内でそのつど説明して
います。
表 4-1 JP1 イベントの基本属性
項目

属性名

内容

イベント DB 内
通し番号

SEQNO

発行元によらないでこのイベントサーバに到達した順番。

イベント ID

ID

発行アプリケーションプログラムや事象の内容を表す 8 バイト
の値。

発行元プロセス
ID

PROCESSID

発行元アプリケーションプログラムのプロセス ID。

登録時刻

TIME

発行元イベントサーバでの登録時刻。

到着時刻

ARRIVEDTIME

自イベントサーバでの登録時刻。

発行元ユーザー
ID

USERID

発行元プロセスのユーザー ID。Windows からのイベントの場
合は -1 となる。

発行元グループ
ID

GROUPID

発行元プロセスのグループ ID。Windows からのイベントの場
合は -1 となる。

発行元ユーザー
名

USERNAME

発行元プロセスのユーザー名。

発行元グループ
名

GROUPNAME

発行元プロセスのグループ名。Windows からのイベントの場
合は空白となる。

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

発行元のイベントサーバ名。イベントが，JP1/Base( エージェ
ント ) → JP1/IM - Manager（拠点マネージャー）→ JP1/IM Manager（統合マネージャー）のように転送された場合でも，
最初の JP1/Base のイベントサーバ名が入る。

発行元イベント
DB 内通し番号

SOURCESEQNO

発行元ホストでのイベント DB 内通し番号（転送によって値は
変化しない）。

メッセージ

MESSAGE

イベントの内容を表した文字列。
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項目

属性名

内容

−

任意のデータ。
基本属性の詳細情報は，主にバージョン 5 以前の JP1/SES 互
換のイベントを発行する製品が，詳細情報を記録する場合など
に使われます。
バージョン 6 以降の製品の多くは，JP1 イベント拡張属性を
使って詳細な情報を記録します。

詳細情報

（凡例）
−：なし

4.1.2 拡張属性
イベントの拡張属性とは，イベント発行元プログラムが任意に指定できる属性です。拡
張属性には共通情報と固有情報があります。共通情報は JP1 プログラムで統一されてい
る情報を示します。固有情報は共通情報以外の拡張属性を示します。
なお，拡張属性の属性名には E.SEVERITY のように先頭に「E.」を付けて区別する場合
があります。設定する際に「E.」を付ける必要がある場合は，マニュアル内でそのつど
説明しています。
共通情報の一覧を次の表に示します。
表 4-2 共通情報の一覧
項目

属性名

内容

重大度

SEVERITY

JP1 イベントの緊急性を表す。緊急性の高い順に，次の値がある。
Emergency（緊急）
Alert（警戒）
Critical（致命的）
Error（エラー）
Warning（警告）
Notice（通知）
Information（情報）
Debug（デバッグ）

ユーザー名

USER_NAME

業務を実行しているユーザー名。

プロダクト名

PRODUCT_NAM
E

JP1 イベントを発行したプログラム名。次に示すプログラム名な
どがある。
/HITACHI/JP1/AJS2
/HITACHI/JP1/FTP
/HITACHI/JP1/NETMDM
/HITACHI/JP1/NPS
/HITACHI/JP1/NT_LOGTRAP
/HITACHI/JP1/PAM
/HITACHI/JP1/IM/SCOPE

オブジェクト
タイプ

OBJECT_TYPE

イベント発行の契機となったオブジェクトの種類を表す名称。次に
示す値などがある。
JOB，JOBNET，BATCHJOB，ACTION，LIST
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項目

属性名

内容

オブジェクト
名

OBJECT_NAME

イベント発行の契機となったオブジェクト（ジョブ，ジョブネット
など）の名称。

登録名タイプ

ROOT_OBJECT
_TYPE

オブジェクトの種別。通常はオブジェクトタイプと同じだが，ジョ
ブネットなど階層のあるオブジェクトの場合，最上層のオブジェク
トの種別となる。値の範囲はオブジェクトタイプと同じ。

登録名

ROOT_OBJECT
_NAME

ユーザーの操作時に実行を指示する単位になる名称。通常はオブ
ジェクト名と同じだが，ジョブネットなど階層のあるオブジェクト
の場合，最上層のオブジェクトの名称になる。

事象種別

OCCURRENCE

オブジェクト名に示したオブジェクトに対して起こった事象。次に
示す事象種別などがある。
START（実行開始）
END（実行終了）
PAUSE（実行の一時停止）
RELEASE（一時停止の解除）
RESTART（再実行の開始）
CREATE（定義の作成）
DESTROY（定義の削除）

開始時刻

START_TIME

実行開始または再実行開始の時刻 (UTC 1970-01-01 00:00:00 から
の秒数 )。この項目は設定されない場合もある。

終了時刻

END_TIME

実行終了の時刻 (UTC 1970-01-01 00:00:00 からの秒数 )。この項
目は設定されない場合もある。
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4.2 JP1/IM が出力する JP1 イベント
JP1/IM が出力するイベントについて説明します。

4.2.1

JP1/IM が出力する JP1 イベント一覧

イベント ID

発行契機

メッセージ

発行元機能

00002010

アクション遅延の
監視中に，アク
ション実行時間が
監視時間を超過し
た場合

KAVB4400-E イベント (EVENT_ID= イ
ベント ID, SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション ( 実行ホス
ト = アクション実行ホスト , アクション
通し番号 = アクション通し番号 ) の実行
時間がアクション遅延監視時間を超過し
ました。以降アクション遅延監視への通
知機能の抑止を解除するまで，遅延監視
の通知を実行しません

自動アクション
サービス

00002011

アクション状態の
監視中に，アク
ション状態が「実
行不可」または
「実行失敗」になっ
た場合

KAVB4402-E イベント (EVENT_ID= イ
ベント ID，SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション ( 実行ホス
ト = アクション実行ホスト，アクション
通し番号 = アクション通し番号 ) の状態
が異常状態になりました。以降アクショ
ン状態監視への通知機能の抑止を解除す
るまで，状態監視の通知を実行しません

自動アクション
サービス

00002012

ヘルスチェック機
能が異常を検知し
た場合

KAVB8060-E 機能名の異常を検知しま
した ( ホスト名 = ホスト名，プロセス名
= プロセス名，プロセス ID= プロセス
ID)：保守情報

• イベントコン
ソールサービ
ス
• イベントフ
ロー制御サー
ビス

00002013 ※ 1

ヘルスチェック機
能が異常を検知し
た場合

KAVB8062-E 機能名の異常を検知しま
した ( ホスト名 = ホスト名，プロセス名
= プロセス名 )：保守情報

イベントコンソー
ルサービス

00002014 ※ 5

ヘルスチェック機
能が異常回復を検
知した場合

KAVB8061-I 機能名 が回復しました ( ホ
スト名 = ホスト名，プロセス名 = プロ
セス名，プロセス ID= プロセス ID)：保
守情報

• イベントコン
ソールサービ
ス
• イベントフ
ロー制御サー
ビス

00002015

アクション遅延監
視への通知抑止が
解除された場合

KAVB4401-I アクション遅延監視への通
知機能の抑止を解除しました。以降アク
ション遅延監視時間を超過したアクショ
ンが発生した場合，通知機能を実行しま
す

自動アクション
サービス
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イベント ID

発行契機

メッセージ

00002016

アクション状態監
視への通知抑止が
解除された場合

KAVB4403-I アクション状態監視への通
知機能の抑止を解除しました。以降アク
ション状態監視時間を超過したアクショ
ンが発生した場合，通知機能を実行しま
す

自動アクション
サービス

00002020

アクション遅延の
監視中に，遅延状
態となったアク
ションがアクショ
ン情報ファイルか
らラップした場合

KAVB4404-E アクション ( アクション
通し番号 = アクション通し番号 ) の実行
時間がアクション遅延監視時間を超過し
ましたが，アクション情報ファイルにア
クションの情報が存在しないためアク
ション遅延通知イベントを発行できませ
んでした。以降アクション遅延監視への
通知機能の抑止を解除するまで，遅延監
視の通知を実行しません

自動アクション
サービス

00002021

アクション状態の
監視中に，異常状
態となったアク
ションがアクショ
ン情報ファイルか
らラップした場合

KAVB4405-E アクションの状態が異常
状態になりましたが，アクション情報
ファイルにアクションの情報が存在しな
いためアクション異常状態通知イベント
を発行できませんでした。以降アクショ
ン状態監視への通知機能の抑止を解除す
るまで，監視の通知を実行しません：保
守情報

自動アクション
サービス

000020A0

続行できない問題
が発生したため，
自動アクション処
理が異常終了した
場合

KAVB4054-E 自動アクション処理が異
常終了しました ( ホスト名 : ホスト名 )

自動アクション
サービス

000020A1

jco_start
(.model) コマンド
によって，自動ア
クションが起動し
た場合。デフォル
トでは発行しない。

KAVB4050-I 自動アクション処理を開始
します

自動アクション
サービス

000020A2

jco_stop
(.model) コマンド
によって，自動ア
クションが停止し
た場合。デフォル
トでは発行しない。

KAVB4051-I 自動アクション処理を終了
します

自動アクション
サービス

000020A3

jcachange コマ
ンドまたは画面か
らの操作によって，
自動アクション機
能が稼働状態に
なった場合

KAVB4055-I アクション定義ファイルを
読み込み，自動アクション機能を稼働状
態にしました。次に受信したイベントか
ら，読み込んだ定義で処理されます ( 定
義数：有効な定義数 / ファイル内の全定
義数，最後に受信したイベント：到着時
刻 = 最後に処理したイベントの到着時刻
(YYYY/MM/DD HH:MM:SS), イベント
DB 内通し番号 = 最後に処理したイベン
トのイベント DB 内通し番号 )

イベントフロー制
御サービス
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イベント ID

発行契機

メッセージ

発行元機能

000020A4

自動アクション機
能が稼働状態から
休止状態になった
場合

KAVB4056-I 自動アクションを休止しま
した。次に受信したイベントから，自動
アクションが実行されません ( 最後に受
信したイベント：到着時刻 = 最後に処理
したイベントの到着時刻 (YYYY/MM/DD
HH:MM:SS), イベント DB 内通し番号 =
最後に処理したイベントのイベント DB
内通し番号 )

イベントフロー制
御サービス

000020A5

自動アクションプ
ロセスがロケール
情報の設定に失敗
した場合

KAVB4909-E ロケール情報の設定に失
敗しました

自動アクション
サービス

000020A6

イベントフロー制
御プロセスがロ
ケール情報の設定
に失敗した場合

KAVB4909-E ロケール情報の設定に失
敗しました

イベントフロー制
御サービス

000020E0

アクションの実行
を開始した場合

KAVB4430-I イベント (EVENT_ID= イ
ベント ID, SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクションの実行を要
求しました

自動アクション
サービス

000020E1

アクションが終了
した場合

KAVB4431-I イベント (EVENT_ID= イ
ベント ID, SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクションの実行が終
了しました ( 終了コード = 終了コード )

自動アクション
サービス

000020E2

アクションが自動
アクションまたは
コマンド制御内部
で異常状態になっ
た場合

KAVB4432-E イベント (EVENT_ID= イ
ベント ID, SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクションが自動アク
ションまたはコマンド制御で異常終了し
ました

自動アクション
サービス

000020E3 ※ 2

アクション状態通
知イベントに対す
るアクションの実
行要求を登録した
場合

KAVB4433-I アクション状態通知イベン
ト (EVENT_ID= イベント ID, SEQNO=
イベント DB 内通し番号 ) に対するアク
ションの実行を要求しました

自動アクション
サービス

000020E4 ※ 2

アクション状態通
知イベントに対す
るアクションが終
了した場合

KAVB4434-I アクション状態通知イベン
ト (EVENT_ID= イベント ID, SEQNO=
イベント DB 内通し番号 ) に対するアク
ションの実行が終了しました ( 終了コー
ド = 終了コード )

自動アクション
サービス

000020E5 ※ 2

アクション状態通
知イベントに対す
るアクションが自
動アクションまた
はコマンド制御内
部で異常状態に
なった場合

KAVB4435-E アクション状態通知イベ
ント (EVENT_ID= イベント ID,
SEQNO= イベント DB 内通し番号 ) に
対するアクションが自動アクションまた
はコマンド制御内部で異常終了しました

自動アクション
サービス
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イベント ID

発行契機

メッセージ

000020E6 ※ 2

jcocmddef コマ
ンドで実行要求を
通知する設定が有
効になっている場
合。アクション情
報ファイルがラッ
プしており，実行
要求に対するアク
ション状態通知イ
ベント
（000020E0，
000020E3）が発
行できなかった場
合に発行する（重
大度：Warning）。

KAVB4436-W アクションの実行を要求
しましたが，アクション情報ファイルに
アクションの情報が存在しないためアク
ション状態通知イベントが発行できませ
ん

自動アクション
サービス

000020E7 ※ 2

jcocmddef コマ
ンドで実行終了を
通知する設定が有
効になっている場
合。アクション情
報ファイルがラッ
プしており，実行
終了に対するアク
ション状態通知イ
ベント
（000020E1，
000020E4）が発
行できなかった場
合に発行する（重
大度：Warning）。

KAVB4437-W アクションの実行が終了
しましたが，アクション情報ファイルに
アクションの情報が存在しないためアク
ション状態通知イベントが発行できませ
ん

自動アクション
サービス

000020E8 ※ 2

jcocmddef コマ
ンドで異常終了を
通知する設定が有
効になっている場
合。アクション情
報ファイルがラッ
プしており，異常
終了に対するアク
ション状態通知イ
ベント
（000020E2，
000020E5）が発
行できなかった場
合に発行する（重
大度：Error）
。

KAVB4438-E アクションが自動アク
ションまたはコマンド制御において異常
終了しましたが，アクション情報ファイ
ルにアクションの情報が存在しないため
アクション状態通知イベントが発行でき
ません

自動アクション
サービス
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発行元機能

4. JP1 イベント

イベント ID
00003F01 ※ 1

発行契機
接続ホスト上のイ
ベントバッファー
に取得できるイベ
ントがなく，イベ
ントを表示できな
かった場合

メッセージ
KAVB1513-W 表示できなかったイベン
トがあります。
表示できなかったイベントを確認するに
は，［イベント検索条件設定］画面を表
示し，以下の検索条件を指定してくださ
い。
（１）検索ホスト名として，接続中のホ
スト名を指定する
（２）登録時刻として，このイベントの
前または後に表示されているイベントの
登録時刻を指定する

発行元機能
イベントコンソー
ルサービス

このイベントが頻繁に表示される場合
は，以下の条件に該当していないか確認
し，必要があれば設定値を見直してくだ
さい。
（１）［ユーザー環境設定］画面で設定さ
れている，
「表示内容の自動更新」の
「更新間隔」の設定値が長い
（２）
［ユーザー環境設定］画面で設定さ
れている，
「更新時のイベント取得件数」
の設定値が小さい
（３）［システム環境設定］画面で設定さ
れている，マネージャーの「イベント
バッファー」の設定値が小さい
00003F03 ※ 1

イベントサービス
からイベントを取
得するときにエ
ラーが発生した場
合

KAVB1516-W イベントサービスからイ
ベントを取得するときにエラーが発生し
ました。
システムプロファイルに指定された回数
リトライしましたが，回復しません。こ
のため，以降のイベントは表示されませ
ん。
イベントサービスが起動しているか確認
してください。起動していない場合は，
イベントサービス起動後，マネージャー
を再起動して，回復してください

イベントコンソー
ルサービス
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イベント ID

発行契機

メッセージ

発行元機能

00003F04 ※ 1

バージョン 06-00
の JP1/Base のイ
ベントサービスに
対して，サポート
していない条件
（
「を含む」
，
「を含
まない」
，「正規表
現」の指定，また
は対処状況の複数
指定）でイベント
を検索した場合
バージョン 06-51
の JP1/Base のイ
ベントサービスに
対して，サポート
していない条件
（「正規表現」の指
定）でイベントを
検索した場合

KAVB1527-E 検索ホストで受け付けら
れない条件が含まれています

イベントコンソー
ルサービス

00003F05 ※ 1

イベント検索実行
時，フィルター長
がイベントサービ
スのフィルターの
最大長を超える場
合

KAVB0246-E フィルター条件の最大長
（最大長）を超えて指定しています

イベントコンソー
ルサービス

00003F06 ※ 1

イベント検索実行
時，指定した正規
表現が間違ってい
る場合

KAVB0248-E 正規表現の指定が正しく
ありません

イベントコンソー
ルサービス

00003F07 ※ 1

イベントフロー制
御サービスとイベ
ントサービス間で
接続が切れた場合

KAVB4764-W イベントサービスからイ
ベントを取得するときにエラーが発生し
ました。
イベントサービスが起動しているか確認
してください。起動していない場合はイ
ベントサービスを起動してください。

イベントフロー制
御サービス

00003F08 ※ 1

除外条件を指定し
てイベント検索を
実行した時，検索
ホストの JP1/Base
のバージョンが
08-11 以前だった
場合

KAVB0251-E 検索ホストの JP1/Base が
除外条件に対応していないため，指定さ
れた条件では検索できません

イベントコンソー
ルサービス
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4. JP1 イベント

イベント ID
00003F11

発行契機

メッセージ

発行元機能

次に示す画面での
操作，またはコマ
ンドによって JP1
イベントの対処状
況が変更になった
場合
• ［イベントコン
ソール］画面
• ［関連イベント一
覧］画面
• jcochstat コ
マンド
• 応答待ちイベン
トに応答し，応
答待ちイベント
が「対処済」に
なった場合
• 応答待ちイベン
トが BJEX から
キャンセルされ，
応答待ちイベン
トが「対処済」
になった場合

KAVB1577-I 対処状況の操作が行われま
した ( 操作ユーザー :JP1 ユーザー , イベ
ント ID: イベント ID, 対処前状況 : 対処
前状況 , 対処後状況 : 対処後状況 )

イベントコンソー
ルサービス

00003F13 ※ 3

［システム環境設
定］画面，
［イベン
ト取得条件一覧］
画面，または
jcochfilter コ
マンドによって，
JP1/IM - Manager
のイベント取得
フィルター条件が
変更されたことを
通知する場合

KAVB4014-I イベント取得条件定義を読
み込みました。次に受信したイベントか
ら読み込んだ定義で処理されます。(
フィルター名：フィルター名 ，最後に
受信したイベント：到着時刻 = 到着時
刻，イベント DB 内通し番号 = イベント
DB 内通し番号 )

イベントフロー制
御サービス

00003F14 ※ 3

［システム環境設
定］画面，
［イベン
ト取得条件一覧］
画面，または
jcochfilter コ
マンドによって，
JP1/IM - Manager
（インシデント登録
サービス）のイベ
ント取得フィル
ター条件が変更さ
れたことを通知す
る場合

KAJV0179-I イベント取得条件定義を読
み込みました。次に受信したイベントか
ら読み込んだ定義で処理されます。
（フィルター名：フィルター名，最後に
受信したイベント：到着時刻 YYYY/
MM/DD HH:MM:SS, イベント DB 内通し
番号：イベント DB 内通し番号）

インシデント登録
サービス
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イベント ID

発行契機

相関イベント発
行定義ファイル
の
SUCCESS_EVE
NT パラメー
ターに指定され
たイベント ID

設定した相関イベ
ント発行条件が相
関イベント発行処
理で成立した場合

相関イベント発行定義ファイルの
SUCCESS_EVENT パラメーターに指
定されたメッセージ

相関イベント発行
サービス

［システム環境設
定］画面，
［イベン
ト取得条件一覧］
画面，または
jcochfilter コ
マンドによって，
JP1/IM - Manager
（相関イベント発行
サービス）のイベ
ント取得フィル
ター条件が変更さ
れたことを通知す
る場合

KAJV2179-I イベント取得条件定義を読
み込みました。次に受信したイベントか
ら読み込んだ定義で処理されます。
（フィルター名 : フィルター名，最後に
受信したイベント : 到着時刻 = 到着時刻
, イベント DB 内通し番号 = イベント
DB 内通し番号）

相関イベント発行
サービス

00003F21

jcoegschange コ
マンドによって，
相関イベント発行
定義が更新された
ことを通知する場
合

KAJV2242-I 相関イベント発行定義ファ
イル（ファイル名）を読み込み，相関イ
ベント発行機能に反映しました

相関イベント発行
サービス

00003F25

jcoegsstart コ
マンドによって，
相関イベント発行
処理を再開したこ
とを通知する場合

KAJV2243-I 相関イベント発行機能を再
開しました

相関イベント発行
サービス

00003F26

jcoegsstop コマ
ンドによって，相
関イベント発行
サービスを停止せ
ずに相関イベント
発行処理を停止し
たことを通知する
場合

KAJV2234-I 相関イベント発行機能を停
止しました

相関イベント発行
サービス

00003F28

相関イベント発行
サービスが発行処
理している JP1 イ
ベントの組数が上
限値の 20,000 組に
達した場合

KAJV2322-W 相関中の JP1 イベントの
組が上限 (20000 組 ) に達しているため
JP1 イベント（イベント ID= イベント
ID，イベント DB 内通し番号 = イベント
DB 内通し番号）を相関できませんでし
た

相関イベント発行
サービス

00003F20 ※ 3
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メッセージ

発行元機能

4. JP1 イベント

イベント ID

発行契機

メッセージ

発行元機能

00003F30

インシデント登録
サービスが相関処
理している JP1 イ
ベントの組数が上
限値の 20,000 組に
達した場合

KAJV0322-W 相関中の JP1 イベントの
組が上限 (20000 組 ) に達しているため
JP1 イベント（イベント ID= イベント
ID，イベント DB 内通し番号 = イベント
DB 内通し番号）を相関できませんでし
た

インシデント登録
サービス

00003F41

滞留できる上限を
超えて応答待ちイ
ベントが発生した
場合

KAVB0551-E マネージャーで滞留して
いる応答待ちイベントが上限 2000 件を
超えました

イベントコンソー
ルサービス

00003F42

応答待ちイベント
滞留ファイルの応
答待ちイベント
データの読み込み
に失敗した場合

KAVB1816-W 表示できなかった応答待
ちイベントがあります。
表示できなかった応答待ちイベントを確
認するには，［イベント検索条件設定］
画面を表示し，以下の検索条件を指定し
てください。
（１）検索ホスト名として，接続中のホ
スト名を指定する。
（２）応答待ちイベントとして，対象を
指定する。
（３）到着時刻として，この JP1 イベン
トの前又は後に表示されているイベント
の到着時刻を指定する。

イベントコンソー
ルサービス

00003FA0

コマンド実行制御
が［コマンド実行］
画面からコマンド
実行要求を受け
取った場合

KAVB2100-I [ ホスト名 : JP1 ユーザー
名 ] コマンド実行を開始しました。

JP1/Base のコマ
ンド実行

00003FA1

［コマンド実行］画
面から実行要求さ
れたコマンドが実
行完了した場合

KAVB2101-I [ ホスト名 : JP1 ユーザー
名 ] コマンド実行が終了しました。

JP1/Base のコマ
ンド実行

00003FA2

［コマンド実行］画
面から実行要求さ
れたコマンドが，
何らかの原因で実
行されなかった場
合

KAVB2102-E [ ホスト名 : JP1 ユーザー
名 ] コマンド実行が異常終了しました。

JP1/Base のコマ
ンド実行

00003FA3

jcocmddef コマ
ンドで経過時間イ
ベント発行間隔を
指定している場合。
［コマンド実行］画
面および自動アク
ションから実行要
求されたコマンド
が，経過時間イベ
ント発行間隔を超
えて実行している
場合。

KAVB2402-W [ ホスト名 ] コマンド実行
の実行時間が数値秒を超えました

JP1/Base のコマ
ンド実行
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イベント ID

発行契機

メッセージ

発行元機能

00003FA5

jcocmddef コマ
ンドでコマンド先
行入力数のしきい
値が設定されてい
る場合。自動アク
ションの先行入力
数がしきい値に達
した場合。

KAVB2071-W 実行先ホスト名で実行元
ホスト名から要求されたコマンドの先行
入力数が閾値 [xx 件 ] を超えました。

JP1/Base のコマ
ンド実行

00003FA6

jcocmddef コマ
ンドでコマンド先
行入力数のしきい
値が設定されてい
る場合。自動アク
ションの先行入力
数が 0 になった場
合。

KAVB2072-I 実行先ホスト名で実行元ホ
スト名から要求されたコマンドの先行入
力数が 0 件になりました。

JP1/Base のコマ
ンド実行

00003FB0

監視ノードの状態
が変更された場合

KAVB7900-I 監視ノード名の状態が状態
から状態に変わりました。

セントラルスコー
プサービス

00003FB1

監視ノードの状態
変更イベントが表
示数の上限に達し
た場合

KAVB7901-W 監視ノード（監視ノード
ID）の状態変更イベントの件数が上限を
超えました

セントラルスコー
プサービス

00003F90 ※ 4

プロセスが異常終
了した場合

KAVB3737-E コンポーネント名 の管理
対象プロセス名は異常終了しました

JP1/IM Manager のプロ
セス管理

00003F91 ※ 4

プロセス起動時に
タイムアウトした
場合

KAVB3613-W コンポーネント名 の管理
対象プロセス名の起動がタイムアウトし
ました . 処理を継続します

JP1/IM Manager のプロ
セス管理

00003F92 ※ 4

異常終了したプロ
セスが再起動完了
した場合

KAVB3616-I コンポーネント名 の管理
対象プロセス名の再起動が完了しました

JP1/IM Manager のプロ
セス管理

注※ 1

これらのイベントはダミーイベントです。次の制限事項があります。

• ［イベントコンソール］画面のイベント検索で検索できません。
• イベントの詳細を表示した場合，JP1 イベントの基本属性および拡張属性は表示されません。
• このイベントに自動アクションを設定しても，アクションは実行されません。
• このイベントにイベント情報マッピングを定義しても，マッピングされません。
• このイベントは，モニター起動対象外です。
• このイベントは，イベント取得フィルターのフィルター対象外です。
• このイベントは，相関イベントの発行処理の対象外です。
注※ 2

これらのイベントには，次の制限事項があります。

• このイベントに自動アクションを設定しても，アクションは実行されません。
注※ 3

これらのイベントには，次の制限事項があります。

• このイベントは，イベント取得フィルターのフィルター対象外です。
注※ 4

プロセスの異常時に JP1 イベントを発行させる設定をした場合にだけ発行されます。JP1

イベントを発行させたい場合は，IM パラメーター定義ファイルを編集した後，jbssetcnf コマン
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ドを実行してください。定義ファイルの詳細については「IM パラメーター定義ファイル
（jp1co_param_V7.conf）」
（3.

定義ファイル）を，設定手順についてはマニュアル「JP1/

Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド

9.5.2

JP1/IM - Manager の障害

に備えた設定」（Windows の場合）
，「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用
ガイド

10.5.5

注※ 5

JP1/Base のイベントサービス（jevservice）の回復を検知した場合のメッセージは，

JP1/IM - Manager の障害に備えた設定」（UNIX の場合）を参照してください。

「KAVB8063-I 機能名 が回復しました ( ホスト名 = ホスト名，プロセス名 = プロセス名 )：保守情報」
です。

4.2.2

JP1 イベントの詳細

（1） イベント ID：00002010 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB4400-E イベント
(EVENT_ID= イベント ID，
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
( 実行ホスト = アクション実
行ホスト，アクション通し番
号 = アクション通し番号 ) の
実行時間がアクション遅延監
視時間を超過しました。以降
アクション遅延監視への通知
機能の抑止を解除するまで，
遅延監視の通知を実行しませ
ん

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド
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属性種別

項目

属性名

内容

環境変数ファイル

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

アクション通し番
号

ACTION_SEQNO

アクション通し番号

アクション契機イ
ベント ID

SRC_EVENT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント ID

投入時刻

SEND_TIME

アクションの実行要求を送信
した時刻

（凡例）
−：なし

（2） イベント ID：00002011 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性
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共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB4402-E イベント
(EVENT_ID= イベント ID，
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
( 実行ホスト = アクション実
行ホスト，アクション通し番
号 = アクション通し番号 ) の
状態が異常状態になりまし
た。以降アクション状態監視
への通知機能の抑止を解除す
るまで，状態監視の通知を実
行しません

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションが異常終了した時
刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE
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属性種別
固有情報

項目

属性名

内容

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

アクション通し番
号

ACTION_SEQNO

アクション通し番号

アクション契機イ
ベント ID

SRC_EVENT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント ID

（凡例）
−：なし

（3） イベント ID：00002012 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB8060-E 機能名の異常
を検知しました ( ホスト名 =
ホスト名，プロセス名 = プ
ロセス名，プロセス ID= プ
ロセス ID)：保守情報

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
HEALTHCHECK

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

JCOHC

オブジェクト名

OBJECT_NAME

異常が検知された機能名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ホスト名

HOST_NAME

ホスト名

プロセス名

PROCESS_NAME

プロセス名

プロセス ID

PROCESS_ID

プロセス ID

（凡例）
−：なし
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（4） イベント ID：00002013 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB8062-E 機能名の異常
を検知しました ( ホスト名 =
ホスト名，プロセス名 = プ
ロセス名 )：保守情報

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
HEALTHCHECK

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

JCOHC

オブジェクト名

OBJECT_NAME

異常が検知された機能名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ホスト名

HOST_NAME

ホスト名

プロセス名

PROCESS_NAME

プロセス名

プロセス ID

PROCESS_ID

プロセス ID

（凡例）
−：なし

（5） イベント ID：00002014 の詳細
属性種別
基本属性

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB8061-I 機能名 が回復
しました ( ホスト名 = ホスト
名，プロセス名 = プロセス
名，プロセス ID= プロセス
ID)：保守情報※

拡張属性

共通情報

固有情報

494

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
HEALTHCHECK

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

JCOHC

オブジェクト名

OBJECT_NAME

回復された機能名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ホスト名

HOST_NAME

ホスト名

プロセス名

PROCESS_NAME

プロセス名

4. JP1 イベント

属性種別

項目
プロセス ID

属性名
PROCESS_ID

内容
プロセス ID

（凡例）
−：なし
注※

JP1/Base のイベントサービス（jevservice）の回復を検知した場合のメッセージは，

「KAVB8063-I 機能名 が回復しました ( ホスト名 = ホスト名，プロセス名 = プロセス名 )：保守情報」
です。

（6） イベント ID：00002015 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB4401-I アクション遅延
監視への通知機能の抑止を解
除しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

（凡例）
−：なし

（7） イベント ID：00002016 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

発行元イベントサーバ名

メッセージ

−

KAVB4403-I アクション状態
監視への通知機能の抑止を解
除しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE
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（凡例）
−：なし

（8） イベント ID：00002020 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4404-E アクション (
アクション通し番号 = アク
ション通し番号 ) の実行時間
がアクション遅延監視時間を
超過しましたが，アクション
情報ファイルにアクションの
情報が存在しないためアク
ション遅延通知イベントを発
行できませんでした。以降ア
クション遅延監視への通知機
能の抑止を解除するまで，遅
延監視の通知を実行しません

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション通し番
号

ACTION_SEQNO

アクション通し番号

（9） イベント ID：00002021 の詳細
属性種別
基本属性
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項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4405-E アクションの
状態が異常状態になりました
が，アクション情報ファイル
にアクションの情報が存在し
ないためアクション異常状態
通知イベントを発行できませ
んでした。以降アクション状
態監視への通知機能の抑止を
解除するまで，状態監視の通
知を実行しません：保守情報
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属性種別
拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションが異常終了した時
刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション通し番号

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

（10）イベント ID：000020A0 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

異常終了した自動アクション
プロセスが動作していたホス
ト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4054-E 自動アクショ
ン処理が異常終了しました (
ホスト名 : ホスト名 )

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

TERMINATE

（11）イベント ID：000020A1 の詳細
属性種別
基本属性

項目
発行元イベント
サーバ名

属性名
SOURCESERVER

内容
自動アクションが起動した論
理ホスト名
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属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

メッセージ

MESSAGE

KAVB4050-I 自動アクション
処理を開始します

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

START

（12）イベント ID：000020A2 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

自動アクションが動作してい
た論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4051-I 自動アクション
処理を終了します

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

TERMINATE

（13）イベント ID：000020A3 の詳細
属性種別
基本属性
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項目
発行元イベント
サーバ名

属性名
SOURCESERVER

内容
自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

4. JP1 イベント

属性種別

項目
メッセージ

属性名
MESSAGE

内容
KAVB4055-I アクション定義
ファイルを読み込み，自動ア
クション機能を稼働状態にし
ました。次に受信したイベン
トから，読み込んだ定義で処
理されます ( 定義数：有効な
定義数 / 全定義数，最後に受
信したイベント：到着時刻 =
最後に処理したイベントの到
着時刻 (YYYY/MM/DD
HH:MM:SS), イベント DB 内
通し番号 = 最後に処理した
イベントのイベント DB 内通
し番号 ) ※

拡張属性

共通情報

注※

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVFLOW

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVFLOW

事象種別

OCCURRENCE

RUN

自動アクションがイベントを受信していない場合は，
「YYYY/MM/DD HH:MM:SS」および

「最後に処理したイベントのイベント DB 内通し番号」には「--」が表示されます。

（14）イベント ID：000020A4 の詳細
属性種別
基本属性

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4056-I 自動アクション
を休止しました。次に受信し
たイベントから，自動アク
ションが実行されません ( 最
後に受信したイベント：到着
時刻 = 最後に処理したイベ
ントの到着時刻 (YYYY/MM/
DD HH:MM:SS), イベント
DB 内通し番号 = 最後に処理
したイベントのイベント DB
内通し番号 ) ※

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVFLOW
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属性種別

注※

項目

属性名

内容

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVFLOW

事象種別

OCCURRENCE

STANDBY

自動アクションがイベントを受信していない場合は，
「YYYY/MM/DD HH:MM:SS」および

「最後に処理したイベントのイベント DB 内通し番号」には「--」が表示されます。

（15）イベント ID：000020A5 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

問題のあった自動アクション
プロセスが動作していた論理
ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4909-E ロケール情報
の設定に失敗しました

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

事象種別

OCCURRENCE

ERROR

（16）イベント ID：000020A6 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性
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共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

問題のあったイベントフロー
制御プロセスが動作していた
論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4909-E ロケール情報
の設定に失敗しました

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVFLOW

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVFLOW

事象種別

OCCURRENCE

ERROR

4. JP1 イベント

（17）イベント ID：000020E0 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4430-I イベント
(EVENT_ID= イベント ID,
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
の実行を要求しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

開始時刻

START_TIME

アクションの実行要求が完了
した時刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

アクションの状態
「RUNNING」

（凡例）
−：なし

（18）イベント ID：000020E1 の詳細
属性種別
基本属性

項目
発行元イベント
サーバ名

属性名

内容

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名
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属性種別

項目
メッセージ

拡張属性

共通情報

固有情報

属性名

内容

−

KAVB4431-I イベント
(EVENT_ID= イベント ID,
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
の実行が終了しました ( 終了
コード = 終了コード )

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションの実行要求が完了
した時刻

終了コード

RESULT_CODE

アクションの終了コード

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ENDED」

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

（凡例）
−：なし

（19）イベント ID：000020E2 の詳細
属性種別
基本属性
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項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4432-E イベント
(EVENT_ID= イベント ID,
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
が自動アクションまたはコマ
ンド制御で異常終了しました

4. JP1 イベント

属性種別
拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションが異常終了した時
刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ERROR」
または「FAIL」

異常終了詳細情報

ERROR_INFO

異常の内容を示すメッセージ

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

エラー要因

EXECERR

異常時の保守情報

（凡例）
−：なし

（20）イベント ID：000020E3 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4433-I アクション状態
通知イベント (EVENT_ID=
イベント ID, SEQNO= イベ
ント DB 内通し番号 ) に対す
るアクションの実行を要求し
ました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN
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属性種別

固有情報

項目

属性名

内容

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

開始時刻

START_TIME

アクションの実行要求が完了
した時刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

アクションの状態
「RUNNING」

（凡例）
−：なし

（21）イベント ID：000020E4 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性
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共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4434-I アクション状態
通知イベント (EVENT_ID=
イベント ID, SEQNO= イベ
ント DB 内通し番号 ) に対す
るアクションの実行が終了し
ました ( 終了コード = 終了
コード )

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

4. JP1 イベント

属性種別

固有情報

項目

属性名

内容

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションの実行要求が完了
した時刻

終了コード

RESULT_CODE

アクションの終了コード

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ENDED」

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

（凡例）
−：なし

（22）イベント ID：000020E5 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4435-E アクション状
態通知イベント
(EVENT_ID= イベント ID,
SEQNO= イベント DB 内通
し番号 ) に対するアクション
が自動アクションまたはコマ
ンド制御内部において異常終
了しました

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

オブジェクト ID

OBJECT_ID

アクションの契機となったイ
ベントのイベント DB 内通し
番号

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

終了時刻

END_TIME

アクションが異常終了した時
刻
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属性種別

固有情報

項目

属性名

内容

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ERROR」
または「FAIL」

異常終了詳細情報

ERROR_INFO

異常の内容を示すメッセージ

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

エラー要因

EXECERR

異常時の保守情報

（凡例）
−：なし

（23）イベント ID：000020E6 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報
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項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4436-W アクションの
実行を要求しましたが，アク
ション情報ファイルにアク
ションの情報が存在しないた
めアクション状態通知イベン
トが発行できません : 保守情
報

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

ユーザー名

USER_NAME

アクションを実行する JP1
ユーザー

開始時刻

START_TIME

アクションの実行要求が完了
した時刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

実行コマンド

EXECCMD

アクションの状態
「RUNNING」
実行要求したコマンド

4. JP1 イベント

属性種別

項目
環境変数ファイル
名

属性名
EXECENV

内容
実行時に使用する環境変数
ファイル名

（凡例）
−：なし

（24）イベント ID：000020E7 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名

メッセージ

−

KAVB4437-W アクションの
実行が終了しましたが，アク
ション情報ファイルにアク
ションの情報が存在しないた
めアクション状態通知イベン
トが発行できません : 保守情
報

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

終了時刻

END_TIME

アクションが実行終了した時
刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ENDED」

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

（凡例）
−：なし

（25）イベント ID：000020E8 の詳細
属性種別
基本属性

項目
発行元イベント
サーバ名

属性名

内容

−

自動アクションが動作してい
る論理ホスト名
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属性種別

項目
メッセージ

拡張属性

共通情報

固有情報

属性名

内容

−

KAVB4438-E アクションが
自動アクションまたはコマン
ド制御において異常終了しま
したが，アクション情報ファ
イルにアクションの情報が存
在しないためアクション状態
通知イベントが発行できませ
ん：保守情報

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCAMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCAMAIN

終了時刻

END_TIME

アクションが異常終了した時
刻

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

アクション実行ホ
スト

EXECHOST

アクション実行ホスト名

アクション状態

ACTION_STATUS

アクションの状態「ERROR」
または「FAIL」

異常終了詳細情報

ERROR_INFO

異常の内容を示すメッセージ

実行コマンド

EXECCMD

実行要求したコマンド

（凡例）
−：なし

（26）イベント ID：00003F01 の詳細
属性種別
基本属性
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項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

取得できるイベントの到着時
刻

4. JP1 イベント

属性種別

項目
メッセージ

属性名
MESSAGE

内容
KAVB1513-W 表示できな
かったイベントがあります。
表示できなかったイベントを
確認するには，
［イベント検
索条件設定］画面を表示し，
以下の検索条件を指定してく
ださい。
（１）検索ホスト名として，
接続中のホスト名を指定する
（２）登録時刻として，この
イベントの前または後に表示
されているイベントの登録時
刻を指定する
このイベントが頻繁に表示さ
れる場合は，以下の条件に該
当していないか確認し，必要
があれば設定値を見直してく
ださい。
（１）［ユーザー環境設定］画
面で設定されている，
「表示
内容の自動更新」の「更新間
隔」の設定値が長い
（２）［ユーザー環境設定］画
面で設定されている，
「更新
時のイベント取得件数」の設
定値が小さい
（３）［システム環境設定］画
面で設定されている，マネー
ジャーの「イベントバッ
ファー」の設定値が小さい

拡張属性

共通情報

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

EVENT

オブジェクト名

OBJECT_NAME

¥SYSTEM¥ALL

事象種別

OCCURRENCE

LOST

（27）イベント ID：00003F03 の詳細
属性種別
基本属性

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

エラーの発生時刻
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属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

メッセージ

MESSAGE

KAVB1516-W イベントサー
ビスからイベントを取得する
ときにエラーが発生しまし
た。
システムプロファイルに指定
された回数リトライしました
が，回復しません。このた
め，以降のイベントは表示さ
れません。
イベントサービスが起動して
いるか確認してください。起
動していない場合は，イベン
トサービス起動後，マネー
ジャーを再起動して，回復し
てください

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

DISCONNECT

（28）イベント ID：00003F04 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性
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共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

エラーの発生時刻

メッセージ

MESSAGE

KAVB1527-E 検索ホストで
受け付けられない条件が含ま
れています

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

PARAM_ERROR

4. JP1 イベント

（29）イベント ID：00003F05 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

エラーの発生時刻

メッセージ

MESSAGE

KAVB0246-E
フィルター条件の最大長（最
大長）を超えて指定していま
す

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

OVER_LENGTH

（30）イベント ID：00003F06 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

エラーの発生時刻

メッセージ

MESSAGE

KAVB0248-E 正規表現の指
定が正しくありません

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

REGEXP_ERROR

（31）イベント ID：00003F07 の詳細
属性種別
基本属性

項目

属性名

イベント DB 内通
し番号

−

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

内容
-1

イベントが発行されたイベン
トサーバ名
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属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

メッセージ

MESSAGE

KAVB4764-W イベントサー
ビスからイベントを取得する
ときにエラーが発生しまし
た。
イベントサービスが起動して
いるか確認してください。起
動していない場合はイベント
サービスを起動してくださ
い。

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVFLOW

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

DISCONNECT

（凡例）
−：なし

（32）イベント ID：00003F08 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

到着時刻

ARRIVEDTIME

エラーの発生時刻

メッセージ

MESSAGE

KAVB0251-E 検索ホストの
JP1/Base が除外条件に対応
していないため，指定された
条件では検索できません

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

イベントサービス

事象種別

OCCURRENCE

EXCLUDE_ERROR

（33）イベント ID：00003F11 の詳細
属性種別
基本属性

512

項目
発行元イベント
サーバ名

属性名
SOURCESERVER

内容
イベントが発行されたイベン
トサーバ名

4. JP1 イベント

属性種別

項目

属性名

内容

登録時刻

TIME

発生時刻

メッセージ

MESSAGE

KAVB1577-I 対処状況の操作
が行われました ( 操作ユー
ザー :JP1 ユーザー※ 1, イベ
ント ID: イベント ID, 対処前
状況 : 対処前状況 ※ 2, 対処後
状況 : 対処後状況 ※ 2)

拡張属性

共通情報

固有情報

注※ 1

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVTCON

事象種別

OCCURRENCE

PROCESS

対処イベントのイ
ベント DB 内通し
番号

PROCESSUPDATE
_SEQNO

イベント DB 内通し番号（対
処状況を変更した JP1 イベ
ントのイベント DB 内通し番
号：10 進数）

対処イベントの発
行元イベント DB
内通し番号

PROCESSUPDATE
_ORIGINALSEQN
O

発行元イベント DB 内通し番
号（対処状況を変更した JP1
イベントの発行元イベント
DB 内通し番号：10 進数）

対処イベントの重
大度

PROCESSUPDATE
_SEVERITY

重大度（対処状況を変更した
JP1 イベント重大度：
Emergency，Alert，
Critical，Error，
Warning，Notice，
Information，Debug のど
れか）

対処イベントの発
行元イベントサー
バ名

PROCESSUPDATE
_SOURCESERVER

発行元イベントサーバ名（対
処状況を変更した JP1 イベ
ントが発行されたイベント
サーバ名）

対処イベントの
メッセージ

PROCESSUPDATE
_MESSAGE

メッセージ（対処状況を変更
した JP1 イベントのメッ
セージ）

対処イベントの登
録時刻

PROCESSUPDATE
_TIME

登録時刻（対処状況を変更し
た JP1 イベントの登録時刻：
MM/DD HH:MM:SS の形式で
イベント詳細画面へ表示）

JP1 ユーザーは，状況に応じて次のように表示が変わります。

• 07-51 以降の JP1/IM - View から対処状況を変更した場合：対処状況を変更した JP1 ユーザー
• 07-50 以前の JP1/IM - View から対処状況を変更した場合：-
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• jcochstat コマンドによって対処状況を変更した場合：jcochstat
• 応答待ちイベントに応答したことで対処状況が変更された場合：system
• 応答待ちイベントがキャンセルされたことで対処状況が変更された場合：system
注※ 2

対処前状況，対処後状況は，対処操作によって，次のように表示が変わります。

• 対処済：PROCESSED
• 未対処：UNPROCESSED
• 処理中：PROCESSING
• 保留：HELD
• 対処済→削除：PROCESSED+DELETE
• 未対処→削除：UNPROCESSED+DELETE
• 処理中→削除：PROCESSING+DELETE
• 保留→削除：HELD+DELETE

（34）イベント ID：00003F13 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントフロー制御が動作し
ている論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAVB4014-I イベント取得条
件定義を読み込みました。次
に受信したイベントから読み
込んだ定義で処理されます。
( フィルター名：フィルター
名 ，最後に受信したイベン
ト：到着時刻 = 到着時刻，
イベント DB 内通し番号 =
イベント DB 内通し番号 )

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVFLOW

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVFLOW

事象種別

OCCURRENCE

RUN

（35）イベント ID：00003F14 の詳細
属性種別
基本属性
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項目
発行元イベント
サーバ名

属性名
SOURCESERVER

内容
インシデント登録サービスが
動作している論理ホスト名

4. JP1 イベント

属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容
KAJV0179-I イベント取得条
件定義を読み込みました。次
に受信したイベントから読み
込んだ定義で処理されます。
（フィルター名：フィルター
名，最後に受信したイベン
ト：到着時刻 = 到着時刻 , イ
ベント DB 内通し番号 = イ
ベント DB 内通し番号）

メッセージ

MESSAGE

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCDMAIN

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCDMAIN

事象種別

OCCURRENCE

RUN

（36）相関イベント発行定義ファイルの SUCCESS_EVENT パラメー
ターに指定されたイベント ID の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

注

項目

属性名

内容

イベント ID

IDBASE

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
GENERATE_EVENT

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

SUCCESS

関連イベント DB
内通し番号

JP1_GENERATE_
SOURCE_SEQNO

相関イベント発行
条件名

JP1_GENERATE
_NAME

ユーザーが定義したイベント
ID
（0 〜 1FFF および
7FFF8000 〜 7FFFFFFF で
任意に設定可能）

関連イベントのイベント DB
内通し番号を半角スペース
（△）で区切って，次のよう
に設定する。
イベント DB 内通し番号 1
△イベント DB 内通し番号 2
△ ... △イベント DB 内通し
番号 n（n は１〜 100 の値）
成立した相関イベント発行条
件名

相関イベントの属性には，この表に記載されていない属性も定義できます。詳細については，
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「相関イベント発行定義ファイル」
（3. 定義ファイル）を参照してください。

（37）イベント ID：00003F20 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

相関イベント発行サービスが
動作している論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EGS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

RUN

KAJV2179-I イベント取得条
件定義を読み込みました。次
に受信したイベントから読み
込んだ定義で処理されます。
（フィルター名 : フィルター
名，最後に受信したイベント
: 到着時刻 = 到着時刻 , イベ
ント DB 内通し番号 = イベ
ント DB 内通し番号）

（38）イベント ID：00003F21 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

相関イベント発行サービスが
動作している論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAJV2242-I 相関イベント発
行定義ファイル（ファイル
名）を読み込み，相関イベン
ト発行機能に反映しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EGS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

RUN

（39）イベント ID：00003F25 の詳細
属性種別
基本属性
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項目
発行元イベント
サーバ名

属性名
SOURCESERVER

内容
相関イベント発行サービスが
動作している論理ホスト名

4. JP1 イベント

属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

メッセージ

MESSAGE

KAJV2243-I 相関イベント発
行機能を再開しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EGS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

START

（40）イベント ID：00003F26 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

相関イベント発行サービスが
動作している論理ホスト名

メッセージ

MESSAGE

KAJV2234-I 相関イベント発
行機能を停止しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EGS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

STOP

（41）イベント ID：00003F28 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

メッセージ

MESSAGE

KAJV2322-W 相関中の JP1
イベントの組が上限 (20000
組 ) に達しているため JP1
イベント（イベント ID= イ
ベント ID，イベント DB 内
通し番号 = イベント DB 内通
し番号）を相関できませんで
した

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EGS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

517

4. JP1 イベント

属性種別

項目

属性名

内容

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EGS

事象種別

OCCURRENCE

RUN

注
00003F28 は，JP1 イベントの組数が上限に達した時点で 1 度出力されます。その
あと，JP1 イベントの組数が 16,000 組以下になるまでは，組数が上限に達しても出
力されません。

（42）イベント ID：00003F30 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

メッセージ

MESSAGE

KAJV0322-W 相関中の JP1
イベントの組が上限 (20000
組 ) に達しているため JP1
イベント（イベント ID= イ
ベント ID，イベント DB 内
通し番号 = イベント DB 内通
し番号）を相関できませんで
した

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/EDS

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EDS

事象種別

OCCURRENCE

RUN

注
00003F30 は，JP1 イベントの組数が上限に達した時点で 1 度出力されます。その
あと，JP1 イベントの組数が 16,000 組以下になるまでは，組数が上限に達しても出
力されません。

（43）イベント ID：00003F41 の詳細
属性種別
基本属性
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項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

登録時刻

TIME

発生時刻

4. JP1 イベント

属性種別

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

メッセージ

MESSAGE

KAVB0551-E マネージャー
で滞留している応答待ちイベ
ントが上限 2000 件を超えま
した

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVTCON

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

（44）イベント ID：00003F42 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

登録時刻

TIME

発生時刻

メッセージ

MESSAGE

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
EVENTCONSOLE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

EVTCON

事象種別

OCCURRENCE

PROCESS

KAVB1816-W 表示できな
かった応答待ちイベントがあ
ります。
表示できなかった応答待ちイ
ベントを確認するには，［イ
ベント検索条件設定］画面を
表示し，以下の検索条件を指
定してください。
（１）検索ホスト名として，
接続中のホスト名を指定す
る。
（２）応答待ちイベントとし
て，対象を指定する。
（３）到着時刻として，この
JP1 イベントの前又は後に表
示されているイベントの到着
時刻を指定する。
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（45）イベント ID：00003FA0 の詳細
属性種別
基本属性

項目
メッセージ

拡張属性

共通情報

固有情報

属性名

内容

−

KAVB2100-I [ ホスト名 : JP1
ユーザー名 ] コマンド実行を
開始しました。

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

COMMAND

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻

START_TIME

コマンド実行要求受付時刻

実行先ホスト

EXECHOST

コマンド実行先ホスト名

実行コマンド

EXECCMD

実行するコマンド名

環境変数ファイル
名

EXECENV

実行時に使用する環境変数
ファイル名

（凡例）
−：なし

（46）イベント ID：00003FA1 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性
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項目
メッセージ

共通情報

属性名

内容

−

KAVB2101-I [ ホスト名 : JP1
ユーザー名 ] コマンド実行が
終了しました。

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

COMMAND

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

終了時刻

END_TIME

コマンド終了時刻

終了コード

RESULT_CODE

実行したコマンドのリターン
コード

4. JP1 イベント

属性種別
固有情報

項目

属性名

内容

実行先ホスト

EXECHOST

コマンド実行先ホスト名

実行コマンド

EXECCMD

実行したコマンド名

（凡例）
−：なし

（47）イベント ID：00003FA2 の詳細
属性種別
基本属性

項目
メッセージ

拡張属性

共通情報

属性名

内容

−

KAVB2102-E [ ホスト名 :
JP1 ユーザー名 ] コマンド実
行が異常終了しました。

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

COMMAND

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

終了時刻

END_TIME

コマンド異常終了時刻

（凡例）
−：なし

（48）イベント ID：00003FA3 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

項目
メッセージ

共通情報

属性名

内容

−

KAVB2402-W [ ホスト名 ] コ
マンド実行の実行時間が数値
秒を超えました

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

• COMMAND（［コマンド実
行］画面の場合）
• ACTION（自動アクション
の場合）

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE
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属性種別

固有情報

項目

属性名

内容

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻

START_TIME

コマンド実行要求受付時刻

実行先ホスト

EXECHOST

コマンド実行先ホスト名

実行コマンド

EXECCMD

実行するコマンド名

投入元ホスト

REQUESTHOST

コマンドを投入したホスト名

コマンド ID

COMMANDID

コマンド ID

実行時間

EXEC_TIME

コマンドの実行経過時間

（凡例）
−：なし

（49）イベント ID：00003FA5 の詳細
属性種別
基本属性

メッセージ

拡張属性

共通情報

固有情報

（凡例）
−：なし

522

項目

属性名

内容

−

KAVB2071-W 実行先ホスト
名で実行元ホスト名から要求
されたコマンドの先行入力数
が閾値 [xx 件 ] を超えまし
た。

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻

START_TIME

コマンド実行要求受付時刻

実行先ホスト

EXECHOST

コマンド実行先ホスト名

投入元ホスト

REQUESTHOST

コマンドを投入したホスト名

4. JP1 イベント

（50）イベント ID：00003FA6 の詳細
属性種別
基本属性

項目
メッセージ

拡張属性

共通情報

固有情報

属性名

内容

−

KAVB2072-I 実行先ホスト名
で実行元ホスト名から要求さ
れたコマンドの先行入力数が
0 件になりました。

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/
JCOCMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

ACTION

オブジェクト名

OBJECT_NAME

JCOCMD

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

ユーザー名

USER_NAME

コマンドを実行する JP1
ユーザー名

開始時刻

START_TIME

コマンド実行要求受付時刻

実行先ホスト

EXECHOST

コマンド実行先ホスト名

投入元ホスト

REQUESTHOST

コマンドを投入したホスト名

（凡例）
−：なし

（51）イベント ID：00003FB0 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

固有情報

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

SOURCESERVER

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

メッセージ

MESSAGE

KAVB7900-I 監視ノード名の
状態が状態から状態に変わり
ました。

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/SCOPE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

IM_CS

事象種別

OCCURRENCE

STATUS_CHANGE

監視ノード ID

MON_NODE_ID

監視ノードの ID

監視ノード名

MON_NODE_NAME

監視ノードの名称

監視ノードの状態

MON_NODE_STAT
US

監視ノードの StatusID

※1

523

4. JP1 イベント

属性種別

項目
状態変更の元と
なった JP1 イベ

属性名

内容
属性値 ( 基本属性には
JCS_B_ が，拡張属性には
JCS_E_ の接頭字が付加され
る )。

属性名

ントの情報※ 2

注※ 1 「監視ノードの状態（E.MON_NODE_STATUS）
」には，JP1 イベントを発行した監視ノー
ドの状態が，StatusID と呼ぶ次の数値に格納されます。
StatusID（監視ノードの状態）の値
緊急：800，警戒：700，致命的：600，エラー：500，警告：400，正常：300，デバッグ：
200，初期状態：100
例えば，監視ノードの状態が緊急に変化した時に発行された JP1 イベントは，監視ノードの状
態（E.MON_NODE_STATUS）=800 になります。
注※ 2 「状態変更の元となった JP1 イベントの情報」は，JP1/IM - View で確認することはできま
せん。なお，
「状態変更の元となった JP1 イベントの情報」には，状態変更の契機となった JP1 イ
ベントの情報が属性名 - 属性値の組み合わせですべて格納されます。この結果，00003FB0 が JP1
イベントの最大値（10,000 バイト）を超えた場合，最大値を超えない分だけ，状態変更の契機と
なった JP1 イベントの情報を格納します。また，拡張属性が 100 個を超える場合も，100 個以内に
収まる範囲内で JP1 イベントの情報を格納します。
「状態変更の元となった JP1 イベント」の情報
のうち，「状態変更の元となった JP1 イベントの登録時刻（E.JCS_B_TIME）
」および「状態変更の
元となった JP1 イベントの到着時刻（E.JCS_B_ARRIVEDTIME）
」は，GMT で yyyy/mm/dd
hh:mm:ss の形式で格納されます。

（52）イベント ID：00003FB1 の詳細
属性種別
基本属性

項目

属性名

内容

発行元イベント
サーバ名

−

イベントが発行されたイベン
トサーバ名

イベント ID

−

00003FB1

メッセージ

−

KAVB7901-W 監視ノード
（監視ノード ID ※）の状態変
更イベントの件数が上限を超
えました。

拡張属性

共通情報

固有情報
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重大度

SEVERITY

WARNING

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/SCOPE

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SERVICE

オブジェクト名

OBJECT_NAME

IM_CS

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

監視ノード ID

MON_NODE_ID

監視ノードの ID

状態変更イベント
の件数

EVHIST_NUMBER

状態変更イベントの件数

4. JP1 イベント

（凡例）
−：なし
注※

1 件の JP1 イベントを契機にして，複数の監視オブジェクトの状態変更イベントが 100 件を

超えた場合でも，このときに発行される JP1 イベント（イベント ID ＝ 00003FB1）は 1 件だけで
す。メッセージ情報の監視ノード ID の部分に監視オブジェクトの ID が最大 10 件，コンマ区切りで
列挙されます。10 件を超えた場合は，ID の後ろに（...）が付加されます。

（53）イベント ID：00003F90 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

イベント ID

−

00003F90

メッセージ

−

KAVB3737-E コンポーネン
ト名 の管理対象プロセス名
は異常終了しました

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SPMD

オブジェクト名

OBJECT_NAME

異常終了したプロセス名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

（凡例）
−：なし

（54）イベント ID：00003F91 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

項目

属性名

内容

イベント ID

−

00003F91

メッセージ

−

KAVB3613-W コンポーネン
ト名 のプロセス名 の起動が
タイムアウトしました . 処理
を継続します

重大度

SEVERITY

Warning

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SPMD

オブジェクト名

OBJECT_NAME

起動タイムアウトしたプロセ
ス名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

（凡例）
−：なし
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（55）イベント ID：00003F92 の詳細
属性種別
基本属性

拡張属性

共通情報

（凡例）
−：なし
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項目

属性名

内容

イベント ID

−

00003F92

メッセージ

−

KAVB3616-I コンポーネント
名 の管理対象プロセス名 の
再起動が完了しました

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/IM/SPMD

オブジェクトタイ
プ

OBJECT_TYPE

SPMD

オブジェクト名

OBJECT_NAME

再起動したプロセス名

事象種別

OCCURRENCE

NOTICE

5

メッセージ
JP1/IM が出力する，メッセージ ID の付いたメッセージを示
します。このほかのメッセージについては，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイ
ド 24. トラブルシューティング」を参照してください。

5.1 メッセージの分類
5.2 メッセージの出力先一覧
5.3 メッセージの形式
5.4 syslog と Windows イベントログの一覧
5.5 メッセージ一覧
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5. メッセージ

5.1 メッセージの分類
ここでは，JP1/IM，JP1/Base，および JP1/AJS2 が出力

されているのかについて説明します。

するメッセージについての情報が，どのマニュアルに記載
表 5-1

メッセージ ID と記載マニュアル一覧
メッセージ ID

KAJP で始まるメッセージ

メッセージが記載されているマニュアル
マニュアル「JP1/Base メッセージ」

KAVA で始まるメッセージ
KAIU で始まるメッセージ
KAVB で始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager リファレンス」

KAJV で始まるメッセージ
KAJT で始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Integrated Management - Central Information Master リ
ファレンス」

KAJU で始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Integrated Management - Incident Master」

KAJX で始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Integrated Management - Rule Operation システム構築・運
用ガイド」

KAVS で始まるメッセージ

マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ」

KAVT で始まるメッセージ
KAVU で始まるメッセージ
KAVV001 〜 KAVV899
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5.2 メッセージの出力先一覧
ここでは，JP1/IM が出力する各メッセージの出力先を一
覧で示します。

（凡例）
syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※

5.2.1 セントラルコンソー
ル・ビューアーに関
するメッセージ
（KAVB0001 〜
KAVB2000）の出力
先

stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
ダイアログ：メッセージダイアログボックス
JP1 イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

JP1/IM のセントラルコンソール・ビューアーに関する
メッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力
先を凡例のように表記しています。
表 5-2

セントラルコンソール・ビューアーに関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB0001

−

○

−

−

○

−

○

−

−

○

KAVB0002

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0003

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0004

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0005

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0007

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0008 〜
KAVB0010

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0011

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0101

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0104 〜
KAVB0107

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0108

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0109 〜
KAVB0121

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0122

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0123

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0201

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0204

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0207

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB0209

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0210 〜
KAVB0221

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0223

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0227

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0228

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0229

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0230 〜
KAVB0231

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0241 〜
KAVB0245

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0246

−

○

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB0247

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0248

−

○

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB0249 〜
KAVB0250

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0251

−

○

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB0255

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0256

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0257

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0258

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0259 〜
KAVB0264

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0270 〜
KAVB0271

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0281 〜
KAVB0282

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0291

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0292 〜
KAVB0293

−

○※

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0301

−

○

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB0311

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0312

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0321 〜
KAVB0322

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0323 〜
KAVB0329

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB0341 〜
KAVB0342

−

○※

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0343 〜
KAVB0351

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0352

−

○※

−

−

−

−

−

−

−

−

2

2

KAVB0361 〜
KAVB0364

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0371 〜
KAVB0374

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0381

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0391 〜
KAVB0397

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB0401

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0411

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0412

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0413 〜
KAVB0414

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0451 〜
KAVB0452

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0502 〜
KAVB0503

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0504 〜
KAVB0505

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0507 〜
KAVB0510

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0531 〜
KAVB0535

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0536

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0540

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0541

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

−

○※

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB0551

3

KAVB0552 〜
KAVB0553

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0554 〜
KAVB0555

−

○

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB0556

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0557

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0558

−

○

−

−

○

−

−

−

−

○
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB0559

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0560 〜
KAVB0563

−

○

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB0601 〜
KAVB0612

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0624

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0651 〜
KAVB0657

−

−

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB0658

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0680

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0681

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0801

−

○

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0802

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0803

−

○

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0804 〜
KAVB0806

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0810

−

○

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0811

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB0821 〜
KAVB0823

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0824

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0825

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0826 〜
KAVB0827

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0828

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB0830

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0831 〜
KAVB0835

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0836

−

−

−

−

−

−

−

○

−

○

KAVB0837 〜
KAVB0842

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0851 〜
KAVB0854

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0855 〜
KAVB0858

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0859 〜
KAVB0862

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB0863

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB0864

−

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB0866

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB0868 〜
KAVB0869

−

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB0870 〜
KAVB0872

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB1002 〜
KAVB1003

−

−

○

−

−

−

−

○

−

−

KAVB1004

−

−

−

○

○

−

−

−

○

○

KAVB1005

−

−

○

−

−

−

−

○

−

−

KAVB1010 〜
KAVB1011

−

−

−

○

−

−

−

−

○

−

KAVB1101 〜
KAVB1102

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1111

−

○

−

○

○

−

−

−

−

−

KAVB1112

−

−

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB1113 〜
KAVB1121

−

−

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB1200 〜
KAVB1205

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1206

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1207 〜
KAVB1210

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1211

○

−

−

−

○

−

○

−

−

○

KAVB1401

−

○

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB1402 〜
KAVB1403

−

−

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB1501 〜
KAVB1502

−

○

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB1503 〜
KAVB1504

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1506 〜
KAVB1507

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1509

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1510

−

○

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB1512

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1513

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB1515

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB1516

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB1517 〜
KAVB1522

−

−

−

−

−

−

○

−

−

○

KAVB1523 〜
KAVB1525

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1526

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB1527

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB1528 〜
KAVB1529

−

−

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB1531 〜
KAVB1576

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1577

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB1578 〜
KAVB1584

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1585 〜
KAVB1587

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1588

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB1589

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1590 〜
KAVB1591

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1601 〜
KAVB1614

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

KAVB1631 〜
KAVB1632

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1633 〜
KAVB1634

−

−

−

−

−

−

○

−

−

○

KAVB1635 〜
KAVB1640

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1647 〜
KAVB1651

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1652

−

−

−

−

−

−

○

−

−

○

KAVB1653 〜
KAVB1655

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1656

−

−

−

−

−

−

○

−

−

○

KAVB1657 〜
KAVB1658

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB1670

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1680

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB1681

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

イベ
ント
ログ

ダイ
アロ
グ

std
out

stder
r

HNTR
Lib2

JP1 イ
ベント

syslog，
イベン
トログ

stdou
t

stderr

HNTRLib2

KAVB1682 〜
KAVB1683

−

○

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB1684

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

KAVB1685

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1691

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1701 〜
KAVB1711

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1801 〜
KAVB1802

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1811 〜
KAVB1815

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB1816

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB1821

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

注※ 1 ［イベント詳細］画面の［メッセージ］に表示されます。
注※ 2 ［イベント詳細］画面の［メッセージ］，および［関連イベント一覧］画面の［関連イベント一覧］に表示されま
す。
注※ 3 ［イベントコンソール］画面の［応答待ちイベント］ページに表示されます。

5.2.2 コマンド実行に関す
るメッセージ
（KAVB2001 〜
KAVB2999）の出力
先

画面：［コマンド実行］画面，［アクション結果詳細］
画面
コマンド：コマンド実行履歴保存ディレクトリ（出力
メッセージは jcocmdlog コマンドで確認できます）

JP1/IM のコマンド実行に関するメッセージの出力先を次

注※

stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力

JP1 イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない

の表に示します。表中では，メッセージの出力先を次のよ
うに省略して表記しています。

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

（凡例）
syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※
表 5-3

コマンド実行に関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLi
b2

stdou
t

stderr

画面

コマンド

JP1 イベ
ント

KAVB2002

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB2003

−

−

○

−

−

○

○

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLi
b2

stdou
t

stderr

画面

コマンド

JP1 イベ
ント

KAVB2005

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2012 〜
KAVB2013

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB2022 〜
KAVB2024

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2027

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB2029 〜
KAVB2031

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2037

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2041

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2042

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2051 〜
KAVB2052

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2053 〜
KAVB2054

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2055

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2056

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2057 〜
KAVB2062

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2063 〜
KAVB2064

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2065

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB2066 〜
KAVB2070

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2071 〜
KAVB2072

−

−

○

−

−

○

○

○

KAVB2100 〜
KAVB2102

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB2103

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2200 〜
KAVB2208

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2209 〜
KAVB2210

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2211

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2212

○

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2213

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2214 〜
KAVB2221

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2222 〜
KAVB2224

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2225

−

−

○

−

○

−

−

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLi
b2

stdou
t

stderr

画面

コマンド

JP1 イベ
ント

KAVB2227 〜
KAVB2228

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2229 〜
KAVB2231

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2232 〜
KAVB2237

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2238

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2239 〜
KAVB2242

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2243

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2244 〜
KAVB2245

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2246

○

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2247

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2248

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2249

○

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2250 〜
KAVB2251

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2252

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2253

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2276 〜
KAVB2284

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2285 〜
KAVB2286

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2287

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2288

○

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2289 〜
KAVB2290

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2291

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2292

−

−

○

○

−

−

−

−

KAVB2293 〜
KAVB2294

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2295

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2296

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2297 〜
KAVB2301

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2304

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2305 〜
KAVB2307

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2308

−

−

○

−

○

−

−

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLi
b2

stdou
t

stderr

画面

コマンド

JP1 イベ
ント

KAVB2310 〜
KAVB2311

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2312

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2313

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2314

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2316 〜
KAVB2321

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2322

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2323 〜
KAVB2326

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2327

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2328 〜
KAVB2329

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2330

○

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2331

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2332

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2333

○

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2334 〜
KAVB2335

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2336

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2337

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2339

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2356

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2401

−

−

−

○

−

○

○

−

KAVB2402

−

−

○

−

−

−

−

○

KAVB2500

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2501 〜
KAVB2529

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2530

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2531

−

−

○

○

−

−

−

−

KAVB2532

−

−

○

○

−

−

−

−

KAVB2534 〜
KAVB2539

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2540

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2541

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2542

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2543 〜
KAVB2547

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2548

−

−

−

○

−

−

−

−
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5. メッセージ

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLi
b2

stdou
t

stderr

画面

コマンド

JP1 イベ
ント

KAVB2549 〜
KAVB2552

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2553 〜
KAVB2557

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2559

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2560 〜
KAVB2561

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB2563

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2564

−

−

○

−

○

−

−

−

KAVB2565

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2566

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB2600

−

−

○

−

−

−

○

−

KAVB2605 〜
KAVB2607

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2608 〜
KAVB2610

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2611

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2613 〜
KAVB2614

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2615 〜
KAVB2616

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2618 〜
KAVB2621

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2623

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB2627

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB2628

−

−

○

−

−

○

○

−

5.2.3 構成管理に関する
メッセージ
（KAVB3001 〜
KAVB3200）の出力
先

stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
○：出力する
−：出力しない
注※

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

JP1/IM の構成管理機能に関するメッセージの出力先を次
の表に示します。表中では，それぞれの出力先を次のよう
に省略して表記しています。
（凡例）
syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※
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表 5-4

構成管理に関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
syslog

イベントログ

HNTRLib2

stdout

stderr

KAVB3001 〜
KAVB3004

○

○

−

−

−

KAVB3005 〜
KAVB3006

−

−

○

−

○

KAVB3007

○

○

○

○

−

KAVB3008

−

−

○

−

○

KAVB3010 〜
KAVB3079

−

−

○

−

−

KAVB3080 〜
KAVB3089

−

−

○

○

−

KAVB3090 〜
KAVB3093

−

−

−

○

−

KAVB3094 〜
KAVB3096

−

−

○

○

−

KAVB3097

−

−

−

○

−

KAVB3098 〜
KAVB3115

−

−

○

○

−

KAVB3116

−

−

○

−

−

KAVB3118 〜
KAVB3121

−

−

○

○

−

KAVB3123

−

−

○

○

−

KAVB3124

−

−

−

○

−

KAVB3133 〜
KAVB3158

−

−

○

−

−

KAVB3159

−

−

−

○

−

KAVB3160 〜
KAVB3161

−

−

○

−

−

KAVB3162

−

−

○

○

−

KAVB3163

−

−

−

−

○

5.2.4

プロセス管理に関す
るメッセージ
（KAVB3501 〜
KAVB3999）の出力
先

JP1/IM のプロセス管理に関するメッセージの出力先を次
の表に示します。表中では，それぞれの出力先を次のよう
に省略して表記しています。
（凡例）
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syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログ※
stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
JP1 イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

5. メッセージ

注意事項
表中のメッセージ以外にも，内部エラーメッセージな
どの，メッセージ ID 付きメッセージが出力されるこ
表 5-5

とがあります。

プロセス管理に関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAVB3501

○

○

−

−

−

−

KAVB3502

−

−

○

−

○

−

KAVB3503

−

−

−

−

○

−

KAVB3504

−

−

○

−

○

−

KAVB3516

○

−

−

−

○

−

KAVB3552 〜
KAVB3612

−

−

○

−

−

−

KAVB3613

○

○

○

−

−

○

KAVB3614

○

○

○

−

−

−

KAVB3616

−

−

−

−

−

○

KAVB3620

○

○

○

○

−

−

KAVB3621

○

−

○

−

−

−

KAVB3623

○

−

○

−

−

−

KAVB3624

○

○

○

−

−

−

KAVB3625

−

−

○

○

−

−

KAVB3626

○

○

○

○

−

−

KAVB3627

−

−

○

−

−

−

KAVB3631

−

−

○

−

−

−

KAVB3642

−

−

○

−

−

−

KAVB3643 〜
KAVB3644

○

○

○

−

−

−

KAVB3645 〜
KAVB3646

−

−

○

−

−

−

KAVB3649

○

○

○

○

−

−

KAVB3651 〜
KAVB3662

−

−

○

○

−

−

KAVB3663

−

−

−

−

○

−

KAVB3672 〜
KAVB3684

−

−

○

○

−

−

KAVB3685 〜
KAVB3694

−

−

−

○

−

−

KAVB3705 〜
KAVB3736

−

−

○

−

−

−

KAVB3737

○

○

○

−

−

○

KAVB3743 〜
KAVB3745

−

−

○

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAVB3752

○

○

○

−

−

−

KAVB3760 〜
KAVB3769

−

−

○

−

−

−

KAVB3777 〜
KAVB3786

−

−

○

−

−

−

KAVB3788

○

○

○

−

−

−

KAVB3802

−

−

○

−

−

−

KAVB3846 〜
KAVB3855

−

−

○

−

−

−

KAVB3862

○

○

○

−

−

−

KAVB3863

−

−

○

−

−

−

KAVB3870

○

○

−

○

−

−

KAVB3871

−

−

−

○

−

−

KAVB3872

○

○

−

○

−

−

KAVB3873

−

−

−

○

−

−

KAVB3874 〜
KAVB3875

○

○

−

○

−

−

KAVB3899

−

−

−

○

−

−

KAVB3905 〜
KAVB3910

−

−

○

−

−

−

KAVB3911 〜
KAVB3914

−

−

○

○

−

−

KAVB3935

−

−

○

−

−

−

KAVB3960

−

−

−

○

−

−

KAVB3961

−

−

○

○

−

−

KAVB3981 〜
KAVB3984

−

−

○

−

−

−

KAVB3986

−

−

○

○

−

−

5.2.5

自動アクションに関
するメッセージ
（KAVB4001 〜
KAVB6000）の出力
先

JP1/IM の自動アクションに関するメッセージの出力先を
次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記
しています。
（凡例）
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syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※
stderr：標準エラー出力
ダイアログ：メッセージダイアログボックス
イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

5. メッセージ

表 5-6

自動アクションに関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

ダイアログ

HNTRLib2

イベン
ト

syslog，
イベントログ

stdout

stderr

HNTRLib2

KAVB4001

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4002 〜
KAVB4003

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4004

○

○

−

○

−

○

−

KAVB4005 〜
KAVB4008

○

○

−

−

−

○

−

KAVB4009

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4010 〜
KAVB4012

○

○

−

−

−

○

−

KAVB4013

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4014

−

−

○

−

−

−

○

KAVB4015

○

○

−

−

−

○

−

KAVB4020 〜
KAVB4021

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4022

−

−

−

○

−

○

−

KAVB4023 〜
KAVB4025

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4050 〜
KAVB4051

−

−

−

○

−

−

○

KAVB4052 〜
KAVB4053

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4054

−

−

○

○

−

−

○

KAVB4055 〜
KAVB4056

−

−

○

−

−

−

○

KAVB4057 〜
KAVB4060

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4101

−

−

−

−

−

○

○

KAVB4120 〜
KAVB4133

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4134

−

○

−

−

−

○

○

KAVB4135 〜
KAVB4147

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4150

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4151 〜
KAVB4152

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4153 〜
KAVB4154

○

○

−

○

−

○

○

KAVB4180

○

○

−

−

−

○

○
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

ダイアログ

HNTRLib2

イベン
ト

syslog，
イベントログ

stdout

stderr

HNTRLib2

KAVB4181

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4182

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4250 〜
KAVB4251

−

−

−

○

−

−

○

KAVB4252 〜
KAVB4253

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4254

−

−

−

○

−

−

○

KAVB4350

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4400 〜
KAVB4405

−

−

○

−

−

−

○

KAVB4406 〜
KAVB4409

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4420 〜
KAVB4424

○※

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4426 〜
KAVB4429

○※

−

−

−

−

−

○

KAVB4430 〜
KAVB4438

−

−

○

−

−

−

−

KAVB4439

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4450

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4550

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4551

○

○

−

−

−

○

○

KAVB4700 〜
KAVB4702

−

−

−

○

−

−

○

KAVB4703 〜
KAVB4705

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4750 〜
KAVB4763

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4764

−

−

○

−

−

−

−

KAVB4765 〜
KAVB4767

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4770 〜
KAVB4777

−

−

−

−

−

−

○

KAVB4901 〜
KAVB4908

○

○

−

○

−

○

○

KAVB4909

○

○

○

○

−

○

○

KAVB5000

○

○

−

−

−

−

○

KAVB5050 〜
KAVB5068

○

○

−

−

−

−

−

KAVB4425
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

ダイアログ

HNTRLib2

イベン
ト

syslog，
イベントログ

stdout

stderr

HNTRLib2

KAVB5069

○

○

−

−

−

−

−

KAVB5070

○

○

−

−

−

−

○

KAVB5104 〜
KAVB5105

○

○

−

−

−

○

○

KAVB5106

○

○

−

○

−

○

○

KAVB5107 〜
KAVB5110

○

○

−

−

−

○

○

KAVB5150 〜
KAVB5151

○

−

−

−

○

−

○

KAVB5200 〜
KAVB5201

−

−

−

−

−

○

○

KAVB5202 〜
KAVB5254

−

−

−

−

−

○

○

KAVB5300

○

−

−

−

−

−

○

KAVB5301

○

−

−

−

−

−

○

KAVB5302 〜
KAVB5304

○

−

−

−

−

−

○

KAVB5350

−

−

−

−

○

−

○

KAVB5400 〜
KAVB5403

−

−

−

−

−

○

○

KAVB5450 〜
KAVB5451

−

−

−

−

○

−

−

KAVB5452 〜
KAVB5453

−

−

−

−

○

−

−

KAVB5454 〜
KAVB5455

−

−

−

−

−

○

○

KAVB5456 〜
KAVB5460

−

−

−

−

−

○

○

KAVB5461

−

−

−

−

○

−

−

注※

自動アクションの状態が「実行不可」の場合に，JP1/IM - View の［アクション結果詳細］画面のメッセージ欄に表

示されます。

5.2.6 セントラルスコープ・
ビューアーに関する
メッセージ
（KAVB6001 〜

KAVB6999）の出力
先
JP1/IM のセントラルスコープ・ビューアーに関するメッ
セージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を
凡例のように表記しています。
（凡例）
HNTRLib2：統合トレースログファイル※
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Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥

ダイアログ：メッセージダイアログボックス
○：出力する
−：出力しない
注※

表 5-7

UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program

セントラルスコープ・ビューアーに関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
HNTRLib2

ダイアログ

KAVB6006 〜
KAVB6007

−

○

KAVB6011 〜
KAVB6015

−

○

KAVB6016

−

○

KAVB6018

−

○

KAVB6019

○

○

KAVB6020 〜
KAVB6021

−

○

KAVB6022

○

○

KAVB6023

−

○

KAVB6024 〜
KAVB6025

○

○

KAVB6029 〜
KAVB6033

−

○

KAVB6034

○

−

KAVB6036

−

○

KAVB6041

○

−

KAVB6042

○

○

KAVB6043 〜
KAVB6044

−

○

KAVB6046

○

○

KAVB6052 〜
KAVB6056

−

○

KAVB6057 〜
KAVB6058

−

○

KAVB6059 〜
KAVB6065

○

○

KAVB6066

−

○

KAVB6067

−

○

KAVB6068

−

○

KAVB6069

○

−

KAVB6070

○

○

KAVB6071

−

○
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メッセージ ID

出力先
HNTRLib2

ダイアログ

KAVB6072 〜
KAVB6073

○

○

KAVB6078 〜
KAVB6079

−

○

KAVB6082 〜
KAVB6093

−

○

KAVB6096 〜
KAVB6099

−

○

KAVB6100

○

○

KAVB6101 〜
KAVB6104

○

○

KAVB6105 〜
KAVB6111

○

○

KAVB6112

−

○

KAVB6113

○

○

KAVB6114 〜
KAVB6120

○

○

KAVB6121

○

−

KAVB6193 〜
KAVB6195

−

○

KAVB6196 〜
KAVB6302

○

○

KAVB6305

○

−

KAVB6306 〜
KAVB6312

○

○

KAVB6401 〜
KAVB6442

○

−

KAVB6500 〜
KAVB6502

○

○

KAVB6503

○

○

KAVB6504 〜
KAVB6571

○

○

5.2.7 セントラルスコープ
サービスに関する
メッセージ
（KAVB7001 〜
KAVB7999）の出力
先
JP1/IM のセントラルスコープサービスに関するメッセー

ジの出力先を次の表に示します。表中では，メッセージの
出力先を次のように省略して表記しています。
（凡例）
syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※ 1
stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
ダイアログ：メッセージダイアログボックス
イベント：JP1 イベント
JCSSETUP：jcs_setup.log（インストールログ
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注※ 2

ファイル）※ 2
論理ホスト JCSSETUP：［論理ホスト］/

下記ディレクトリに格納されます。

Windows：なし
UNIX：/var/opt/jp1scope/log/
JCS_SETUP/

jcs_setup.log（インストールログファイル）※ 3
○：出力する
−：出力しない

注※ 3

下記ディレクトリに格納されます。

Windows：なし

注※ 1 下記ディレクトリに格納されます。

UNIX：/var/opt/jp1scope/log/

Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥

JCS_SETUP/ 論理ホスト名 /

UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/
表 5-8

セントラルスコープ・サービスに関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
syslog，
イベント
ログ

HNTR
Lib2

stdout

stderr

ダイアロ
グ

イベント

JCS
SETUP

論理ホス
ト JCS
SETUP

KAVB7001 〜
KAVB7003

○

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7004 〜
KAVB7006

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7007

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7100 〜
KAVB7115

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7116

○

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7117 〜
KAVB7124

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7127 〜
KAVB7142

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7144 〜
KAVB7145

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7148

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7150 〜
KAVB7161

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7175 〜
KAVB7176

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7177 〜
KAVB7180

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7182 〜
KAVB7185

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7187 〜
KAVB7189

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7190 〜
KAVB7193

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7194

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7196 〜
KAVB7198

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7201

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7202

−

−

−

−

○

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog，
イベント
ログ

HNTR
Lib2

stdout

stderr

ダイアロ
グ

イベント

JCS
SETUP

論理ホス
ト JCS
SETUP

KAVB7204

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7206 〜
KAVB7207

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7209 〜
KAVB7210

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7212 〜
KAVB7213

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7232

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7233 〜
KAVB7248

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7249 〜
KAVB7250

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7252

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7253

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7254 〜
KAVB7256

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7257

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7258 〜
KAVB7267

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7268

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7269

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7272 〜
KAVB7274

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7276 〜
KAVB7282

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7283

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7302 〜
KAVB7307

−

○

−

−

○

−

−

−

KAVB7350 〜
KAVB7366

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7367

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7368

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7377 〜
KAVB7398

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7399

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB7400 〜
KAVB7414

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7416 〜
KAVB7420

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7450 〜
KAVB7465

−

○

−

−

−

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog，
イベント
ログ

HNTR
Lib2

stdout

stderr

ダイアロ
グ

イベント

JCS
SETUP

論理ホス
ト JCS
SETUP

KAVB7470 〜
KAVB7471

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7473

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7475

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7479 〜
KAVB7480

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7482 〜
KAVB7485

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7487 〜
KAVB7488

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7491 〜
KAVB7494

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7496 〜
KAVB7498

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7550

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7552

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7555 〜
KAVB7560

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7600 〜
KAVB7601

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7602 〜
KAVB7611

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7612 〜
KAVB7616

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7617

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7618

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7619

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7620 〜
KAVB7623

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7624

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7625 〜
KAVB7626

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7627

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7628 〜
KAVB7629

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7630

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7631 〜
KAVB7635

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7636

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB7637 〜
KAVB7638

−

○

−

○

−

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog，
イベント
ログ

HNTR
Lib2

stdout

stderr

ダイアロ
グ

イベント

JCS
SETUP

論理ホス
ト JCS
SETUP

KAVB7640

−

−

○

○

−

−

−

−

KAVB7641 〜
KAVB7642

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7643 〜
KAVB7658

−

−

−

○

−

−

−

○

KAVB7660

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7661 〜
KAVB7662

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7663

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7664 〜
KAVB7667

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7670

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7671

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7680 〜
KAVB7686

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7687 〜
KAVB7688

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7689 〜
KAVB7696

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7697

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7698 〜
KAVB7702

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7703 〜
KAVB7706

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7707

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7708 〜
KAVB7709

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7711

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7712

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7713

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7714 〜
KAVB7715

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7722

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7723 〜
KAVB7725

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7726

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7727

−

○

−

○

−

−

−

−

KAVB7730

−

−

○

−

−

−

○

−

KAVB7731

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB7732

−

−

○

−

−

−

○

−
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メッセージ ID

出力先
syslog，
イベント
ログ

HNTR
Lib2

stdout

stderr

ダイアロ
グ

イベント

JCS
SETUP

論理ホス
ト JCS
SETUP

KAVB7733

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB7734 〜
KAVB7737

−

−

○

−

−

−

○

−

KAVB7750 〜
KAVB7751

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7753
KAVB7755

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7765 〜
KAVB7767

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7770

−

−

○

−

−

−

−

−

KAVB7771 〜
KAVB7780

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7782

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7790 〜
KAVB7797

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7798 〜
KAVB7799

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7800 〜
KAVB7802

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB7900

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB7901

−

○

−

−

−

○

−

−

5.2.8

JP1/IM に関する共通
メッセージ
（KAVB8000 〜
KAVB8999）の出力
先

JP1/IM に関する共通メッセージの出力先を次の表に示し
ます。表中では，出力先を凡例のように表記しています。
（凡例）
syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログファイル※
stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
ダイアログ：メッセージダイアログボックス
イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※
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下記ディレクトリに格納されます。

Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

5. メッセージ

表 5-9 JP1/IM に関する共通メッセージの出力先
メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

ダイアロ
グ

stdo
ut

stde
rr

HNTRLib
2

syslog，
イベントロ
グ

stdo
ut

stde
rr

HNTRLib
2

イベン
ト

KAVB8000 〜
KAVB8003

○

−

−

○

−

−

○

○

−

KAVB8051 〜
KAVB8055

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB8060 〜
KAVB8063

−

−

−

−

○

−

−

○

○

KAVB8070 〜
KAVB8073

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB8074

−

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB8101 〜
KAVB8105

−

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB8400

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8402 〜
KAVB8405

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8406

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8407

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8408 〜
KAVB8409

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8410

−

−

○

−

−

−

−

−

−

KAVB8411 〜
KAVB8412

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8413

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8414

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8415

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8416 〜
KAVB8417

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8418 〜
KAVB8422

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8423 〜
KAVB8424

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8425

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8426 〜
KAVB8427

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8428

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8500

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8900 〜
KAVB8905

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8906 〜
KAVB8907

−

−

−

−

−

−

○

−

−
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メッセージ ID

出力先
ビューアー

マネージャー

ダイアロ
グ

stdo
ut

stde
rr

HNTRLib
2

syslog，
イベントロ
グ

stdo
ut

stde
rr

HNTRLib
2

イベン
ト

KAVB8908 〜
KAVB8912

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8913 〜
KAVB8916

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8917

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8918

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8919

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8920

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8921 〜
KAVB8922

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8923

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8924 〜
KAVB8926

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8927 〜
KAVB8931

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8932

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8933

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8934

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8935

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8936 〜
KAVB8937

−

−

○

−

−

−

○

−

−

KAVB8938

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8939

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8940 〜
KAVB8942

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8943

−

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB8944 〜
KAVB8945

−

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8946

−

○

−

−

−

○

−

−

−

KAVB8947

−

−

−

−

−

−

〇

−

−

5.2.9

インストールおよび
セットアップに関す
るメッセージ
（KAVB9001 〜

KAVB9999）の出力
先
JP1/IM のインストールおよびセットアップに関するメッ
セージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を
凡例のように表記しています。
（凡例）
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Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥

syslog：syslog
イベントログ：Windows イベントログ

UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

HNTRLib2：統合トレースログファイル※ 1
stdout：標準出力

注※ 2 下記ディレクトリに格納されます。

stderr：標準エラー出力

Windows：なし

ダイアログ：メッセージダイアログボックス
JCOSETUP：jco_setup.log（インストールログファ

UNIX：/var/opt/jp1cons/log/
JCO_SETUP/

イル）※ 2
論理ホスト JCOSETUP：
［論理ホスト］/

注※ 3 下記ディレクトリに格納されます。

jco_setup.log（インストールログファイル）※ 3

Windows：なし

○：出力する
−：出力しない

JCO_SETUP/ 論理ホスト名 /

UNIX：/var/opt/jp1cons/log/

注※ 1 下記ディレクトリに格納されます。
表 5-10 インストールおよびセットアップに関するメッセージの出力先
メッセージ ID

出力先
syslog

イベン
トログ

HNTRLi
b2

stdout

stderr

ダイア
ログ

JCOSE
TUP

論理ホスト
JCOSETUP

KAVB9032

−

−

−

−

−

○

○

−

KAVB9033

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB9034

−

−

−

○

−

−

○

−

KAVB9035 〜
KAVB9036

−

−

−

○

−

−

○

−

KAVB9038

−

−

−

−

○

○

○

−

KAVB9039

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB9051

−

−

−

○

−

−

○

−

KAVB9053

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB9054

−

−

−

○

−

−

○

−

KAVB9056

−

−

−

−

−

−

○

−

KAVB9057 〜
KAVB9064

−

−

−

○

−

−

○

−

KAVB9072 〜
KAVB9080

−

−

−

−

−

−

−

○

KAVB9101 〜
KAVB9118

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB9119

−

−

−

−

○

−

−

−

KAVB9120 〜
KAVB9121

−

−

−

−

−

○

−

−

KAVB9201 〜
KAVB9202

−

−

−

○

−

−

−

−

KAVB9901 〜
KAVB9999

−

−

−

−

−

○

−

−

5.2.10

インシデント登録
サービスに関する
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メッセージ
（KAJV0001 〜
KAJV2000）の出力先
インシデント登録サービスに関するメッセージの出力先を
次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記
しています。

HNTRLib2：統合トレースログファイル※
stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
JP1 イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※

（凡例）
syslog：syslog

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

イベントログ：Windows イベントログ
表 5-11

インシデント登録サービスに関するメッセージの出力先

メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAJV0001 〜
KAJV0008

−

−

○

−

−

−

KAJV0010

○

○

−

−

−

−

KAJV0011 〜
KAJV0015

−

−

○

−

−

−

KAJV0020 〜
KAJV0021

−

−

○

−

−

−

KAJV0101 〜
KAJV0103

○

○

○

−

−

−

KAJV0104 〜
KAJV0106

−

−

○

−

−

−

KAJV0107

○

○

○

−

−

−

KAJV0108

−

−

○

−

−

−

KAJV0109

○

○

−

−

−

−

KAJV0151

−

−

○

−

−

−

KAJV0152

○

○

○

−

−

−

KAJV0153 〜
KAJV0156

−

−

○

−

−

−

KAJV0161 〜
KAJV0163

−

−

○

−

−

−

KAJV0164

○

○

○

−

−

−

KAJV0165

−

−

○

−

−

−

KAJV0166

○

○

○

−

−

−

KAJV0167 〜
KAJV0176

−

−

○

−

−

−

KAJV0177

○

○

○

−

−

−

KAJV0178 〜
KAJV0183

−

−

○

−

−

−

KAJV0184

○

○

○

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAJV0185

−

−

○

−

−

−

KAJV0186

○

○

○

−

−

−

KAJV0187

−

−

○

−

−

−

KAJV0201 〜
KAJV0204

−

−

○

−

−

−

KAJV0210 〜
KAJV0213

−

−

○

−

−

−

KAJV0231 〜
KAJV0240

−

−

○

−

−

−

KAJV0301 〜
KAJV0316

−

−

○

−

−

−

KAJV0322

−

−

○

−

−

○

KAJV0350 〜
KAJV0351

−

−

○

−

−

−

KAJV0401 〜
KAJV0404

−

−

○

−

−

−

KAJV0901 〜
KAJV0904

○

○

○

−

−

−

KAJV0905

−

−

○

−

−

−

KAJV1001 〜
KAJV1004

−

−

○

−

○

−

KAJV1010

○

○

−

−

○

−

KAJV1021 〜
KAJV1027

−

−

−

−

○

−

KAJV1040

−

−

−

−

○

−

KAJV1041 〜
KAJV1042

−

−

○

−

○

−

KAJV1101 〜
KAJV1102

−

−

○

−

○

−

KAJV1201 〜
KAJV1204

−

−

−

○

−

−

KAJV1205 〜
KAJV1211

−

−

○

−

○

−

KAJV1261 〜
KAJV1262

−

−

−

○

−

−

KAJV1263

−

−

○

−

○

−

KAJV1801

○

○

○

−

○

−

KAJV1901

−※

−※

−※

−※

−※

−

○

○

−

−

−

−

KAJV1902 〜
KAJV1905
注※

作成に失敗したメッセージの出力先に出力されます。
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5.2.11 相関イベント発行
サービスに関する
メッセージ
（KAJV2001 〜
KAJV3999）の出力先

イベントログ：Windows イベントログ
HNTRLib2：統合トレースログ※
stdout：標準出力
stderr：標準エラー出力
JP1 イベント：JP1 イベント
○：出力する
−：出力しない
注※

相関イベント発行サービスに関するメッセージの出力先を
次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記
しています。

下記ディレクトリに格納されます。
Windows：システムドライブ ¥Program
Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥
UNIX：/var/opt/hitachi/HNTRLib2/
spool/

（凡例）
syslog：syslog
表 5-12 相関イベント発行サービスに関するメッセージの出力先
メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAJV2002 〜
KAJV2004

−

−

○

−

−

−

KAJV2006 〜
KAJV2008

−

−

○

−

−

−

KAJV2010

○

○

−

−

−

−

KAJV2020 〜
KAJV2021

−

−

○

−

−

−

KAJV2101 〜
KAJV2103

○

○

○

−

−

−

KAJV2104 〜
KAJV2106

−

−

○

−

−

−

KAJV2107

○

○

○

−

−

−

KAJV2108

−

−

○

−

−

−

KAJV2109

○

○

−

−

−

−

KAJV2151

−

−

○

−

−

−

KAJV2152

○

○

○

−

−

−

KAJV2153 〜
KAJV2156

−

−

○

−

−

−

KAJV2161 〜
KAJV2163

−

−

○

−

−

−

KAJV2164

○

○

○

−

−

−

KAJV2165

−

−

○

−

−

−

KAJV2166

○

○

○

−

−

−

KAJV2167 〜
KAJV2176

−

−

○

−

−

−

KAJV2177

○

○

○

−

−

−

KAJV2178 〜
KAJV2180

−

−

○

−

−

−
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メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAJV2201 〜
KAJV2204

−

−

○

−

−

−

KAJV2210

−

−

○

−

−

−

KAJV2231 〜
KAJV2233

−

−

○

−

−

−

KAJV2234

−

−

○

−

−

○

KAJV2235 〜
KAJV2236

−

−

○

−

−

−

KAJV2238 〜
KAJV2240

−

−

○

−

−

−

KAJV2242 〜
KAJV2243

−

−

○

−

−

○

KAJV2244 〜
KAJV2246

−

−

○

−

−

−

KAJV2248 〜
KAJV2252

−

−

○

−

−

−

KAJV2301 〜
KAJV2305

−

−

○

−

−

−

KAJV2308 〜
KAJV2315

−

−

○

−

−

−

KAJV2320 〜
KAJV2321

−

−

○

−

−

−

KAJV2322

−

−

○

−

−

○

KAJV2324

−

−

○

−

−

−

KAJV2401 〜
KAJV2404

−

−

○

−

−

−

KAJV2901 〜
KAJV2904

○

○

○

−

−

−

KAJV2905

−

−

○

−

−

−

KAJV3002 〜
KAJV3004

−

−

○

−

○

−

KAJV3010

○

○

−

−

○

−

KAJV3021 〜
KAJV3027

−

−

−

−

○

−

KAJV3040

−

−

−

−

○

−

KAJV3041 〜
KAJV3042

−

−

○

−

○

−

KAJV3101 〜
KAJV3102

−

−

○

−

○

−

KAJV3201

−

−

−

○

−

−

KAJV3205 〜
KAJV3206

−

−

○

−

○

−
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メッセージ ID

出力先
syslog

イベント
ログ

HNTRLib2

stdout

stderr

JP1 イベント

KAJV3209

−

−

○

−

○

−

KAJV3211 〜
KAJV3212

−

−

○

−

○

−

KAJV3214 〜
KAJV3217

−

−

○

−

○

−

KAJV3261 〜
KAJV3262

−

−

−

○

−

−

KAJV3263

−

−

○

−

○

−

KAJV3281

−

−

−

○

−

−

KAJV3282

−

−

○

−

○

−

KAJV3283 〜
KAJV3285

−

−

−

○

−

−

KAJV3286

−

−

○

−

○

−

KAJV3291

−

−

○

○

−

−

KAJV3292

−

−

○

−

○

−

KAJV3293

−

−

−

−

○

−

KAJV3301

−

−

○

○

−

−

KAJV3302

−

−

○

−

○

−

KAJV3303

−

−

−

−

○

−

KAJV3311 〜
KAJV3312

−

−

−

○

−

−

KAJV3313 〜
KAJV3314

−

−

○

−

○

−

KAJV3315

−

−

−

−

○

−

KAJV3316

−

−

○

−

○

−

KAJV3317

−

−

○

−

○

−

KAJV3318

−

−

○

−

○

−

KAJV3801

○

○

○

−

○

−

KAJV3901

−※

−※

−※

−※

−※

−※

○

○

−

−

−

−

KAJV3902 〜
KAJV3905
注※
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5.3 メッセージの形式
JP1/IM が出力するメッセージ ID の付いたメッセージを
示します。このほかのメッセージについては，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

24.

5.3.2

メッセージの記載形
式

トラブルシューティング」を参照して

ください。
JP1/IM では，日本語と英語のメッセージをサポートして

このマニュアルでのメッセージの記載形式を次に示しま
す。

メッセージ ID

います。

5.3.1 メッセージの出力形
式
メッセージはメッセージ ID と，それに続くメッセージテ
キストで構成されています。

英語メッセージテキスト
日本語メッセージテキスト
メッセージの説明文
（S）
システムの処置を示します。
（O）

出力されるメッセージの形式を次に示します。

メッセージが出力されたときに，オペレーターのとる
処置を示します。

KAVBnnnn
nnnn-Z
nnnn Z メッセージテキスト
KAJVnnnn
nnnn-Z
nnnn Z メッセージテキスト

5.3.3

（1） メッセージ ID
メッセージ ID は次の内容で構成されています。

システム管理者の方
へ

運用中にトラブルが発生した場合には，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム構築・

K
システム識別子を示します。

運用ガイド

24. トラブルシューティング」を参照して

ログ情報を採取し，初期調査をしてください。

AVB または AJV
JP1/IM のメッセージであることを示します。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OS のログ情報
（Windows の場合は Windows イベントログ，UNIX の場

nnnn

合は syslog）や，JP1/IM が出力する各種ログ情報を参照

メッセージの通し番号です。
Z
メッセージの種類を表します。
E：エラーメッセージを示します。処理は中断されま
す。
W：警告メッセージを示します。メッセージ出力後，
処理は続行されます。
I：通知メッセージを示します。ユーザーに情報を知
らせます。
Q：通知メッセージを示します。ユーザーに実行の選
択を促します。

してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の
内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処
したりしてください。
また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録して
ください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するよ
うにしてください。

5.3.4

通信エラーメッセー
ジの詳細情報

メッセージの中には，メッセージテキストの中に詳細情報
が表示されるものがあります。これらのうち，通信エラー
メッセージ（KAVB1200-E など）で表示される詳細情報，
およびそのメッセージが表示された場合の原因と対策を次
の表に示します。
表 5-13 通信エラーメッセージの詳細情報
詳細情報
B00

原因
JP1/IM - View から JP1/IM - Manager が稼働している
マネージャーホストに到達できない

対策
ネットワーク構成を確認する
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詳細情報

原因

対策

B01

JP1/IM - Manager が起動していない

JP1/IM - Manager の起動を確認する

B04

ホスト名解決できない

ネットワーク構成を確認する

B06

ホスト名解決できない

ネットワーク構成を確認する

B32

JP1/IM - View と JP1/IM - Manager の間でタイムアウ
トが発生した

SO_TIMEOUT の設定値を大きくす
る

H00

ホスト名解決できない

ネットワーク構成を確認する

H01

指定されたポートで接続できない

ポートの設定を確認する

H02

JP1/IM - Manager に接続できない

JP1/IM - Manager が稼働しているホ
ストが起動しているか確認する

H03

JP1/IM - View から JP1/IM - Manager が稼働している
マネージャーホストに到達できない

ネットワーク構成を確認する

上記以外

（凡例）
−：なし
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表示されているメッセージの（O）に
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5.4 syslog と Windows イベントログの一覧
JP1/IM が出力する syslog と Windows イベントログの一
表 5-14

覧を次に示します。

syslog と Windows イベントログ一覧表

メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAVB0001-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1211-W

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_WARNIN
G

警告

1

次のどれか
• JP1/
Console
Manager
• JP1/
Console
Cmd
• JP1/IM
View

KAVB1501-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1502-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1510-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1517-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1518-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1519-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1520-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1521-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1522-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1633-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1634-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager
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メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAVB1652-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB1656-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB2212-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB2246-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB2249-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB2288-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB2330-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB2333-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB3001-E 〜
KAVB3004-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3007-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3501-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3516-E

LOG_USER

LOG_ERR

KAVB3613-W

LOG_USER

LOG_WARNIN
G

警告

2

JP1/
Console

KAVB3614-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3620-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3621-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB3623-E

LOG_USER

LOG_ERR

−

−

−

KAVB3624-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3626-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3643-E 〜
KAVB3644-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3649-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3737-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3752-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3788-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3862-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console
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メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAVB3870-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3872-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3874-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB3875-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4004-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4022-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4050-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

3

JP1/
Console

KAVB4051-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

3

JP1/
Console

KAVB4054-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4153-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4154-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4250-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4251-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4254-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4700-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

3

JP1/
Console

KAVB4701-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

3

JP1/
Console

KAVB4702-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4901-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4902-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4903-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4904-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4905-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4906-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console
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メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAVB4907-E

LOG_DAEMON,LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4908-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB4909-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB5106-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
Console

KAVB7001-I

−

−

情報

1

JP1/
CentralSco
pe

KAVB7002-I

−

−

情報

1

JP1/
CentralSco
pe

KAVB7003-E

−

−

エラー

1

JP1/
CentralSco
pe

KAVB7116-E

−

−

エラー

1

JP1/
CentralSco
pe

KAVB8060-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

次のどちら
か
• JP1/
Console
• JP1/
Console
Manager

KAVB8061-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

次のどちら
か
• JP1/
Console
• JP1/
Console
Manager

KAVB8062-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAVB8063-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0010-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0101-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0102-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0103-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager
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メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAJV0107-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0109-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0152-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0164-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0166-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0177-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0184-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0186-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0901-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0902-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0903-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV0904-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1010-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1801-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1901-E

−※

−※

−※

−※

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1902-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1903-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager
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5. メッセージ

メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ

レベル

種類

イベント
ID

ソース

KAJV1904-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV1905-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2010-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2101-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2102-I

LOG_DAEMON

LOG_INFO

情報

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2103-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2107-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2109-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2152-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2164-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2166-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2177-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2901-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2902-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2903-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV2904-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV3010-E

LOG_USER

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager
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5. メッセージ

メッセージ ID

Windows
（アプリケーションログ）

UNIX（syslog）

ファシリティ
KAJV3801-E

KAJV3901-E

LOG_USER

レベル
LOG_ERR

−※

−※

種類

エラー

イベント
ID
1

−※

ソース
JP1/
ConsoleMa
nager

−※

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV3902-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV3903-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV3904-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

KAJV3905-E

LOG_DAEMON

LOG_ERR

エラー

1

JP1/
ConsoleMa
nager

（凡例）
−：出力しない
注※ 作成に失敗したメッセージの出力内容で出力されます。
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KAVB0001-E 〜 KAVB0008-E

5.5 メッセージ一覧
JP1/IM が出力するメッセージ ID の付いたメッセージの

KAVB0004-E

一覧を次に示します。

Failed to obtain the user profile.
ユーザープロファイルの取得に失敗しました

5.5.1

セントラルコンソー
ル・ビューアーに関
するメッセージ
（KAVB0001 〜
KAVB2000）

KAVB0001-E
System error occurred.
Details:詳細情報
システムエラーが発生しました
詳細情報：詳細情報
処理中に予期できない障害を検出しました。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0002-E
Specify the 入力情報.
入力情報を入力してください
画面の必須入力項目が入力されていません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）

ユーザープロファイルを取得できませんでした。
（S）
その処理の実行を打ち切ります。
（O）
システム管理者に連絡してください。

KAVB0005-I
Updated the settings.
設定内容を更新しました
画面に入力した項目の設定が正常に終了しました。

KAVB0007-E
Specify the 入力情報 ranging from 条件1 to 条件2.
入力情報:入力値
入力情報の入力範囲は条件1から条件2です
入力情報:入力値
画面の入力項目に指定可能範囲外の値が入力されていま
す。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
入力項目を正しく入力してください。

KAVB0008-E
Failed to obtain the 定義ファイルfile.
Details:詳細情報
定義ファイルの取得に失敗しました
詳細情報：詳細情報

入力されていない項目を入力してください。

KAVB0003-E
Specify the 入力情報 ranging from 条件1 to 条件2.
入力情報の入力範囲は条件1から条件2です

次の要因で，起動処理中に表示フィルターまたはイベント
検索履歴が取得できませんでした。
1. 通信エラーが発生した。
2. 定義ファイルが壊れている。
（S）

画面の入力項目に指定可能範囲外の値が入力されていま
す。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
入力項目を正しく入力してください。

条件に何も設定されていないフィルターを使用して起
動処理を続行します。
（O）
JP1/IM - View を再起動してください。
接続しているマネージャーホストの統合トレースログ
に KAVB1531-E のメッセージが出力されている場合，
KAVB1531-E を参照してください。
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KAVB0009-E
Failed to obtain the 定義ファイルfile.
Details:詳細情報
定義ファイルの取得に失敗しました
詳細情報：詳細情報
通信エラーが発生し，重要イベントフィルター，イベント
取得フィルターまたはユーザーフィルターが取得できませ
んでした。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
再度実行してください。それでも同じメッセージが出
力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

1. 接続ホスト名の入力は正しいか。
2. 接続ホストが起動しているか。
3. 接続ホストとの通信に問題がないか。

KAVB0104-E
Failed to authenticate the user.
ユーザー認証に失敗しました
ユーザー認証に失敗しました。ユーザー名またはパスワー
ドの入力に誤りがあります。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
ユーザー名，およびパスワードを確認してから，再度
実行してください。

KAVB0010-E

KAVB0105-E

Failed to update the 定義ファイルfile.
Details詳細情報
定義ファイルの更新に失敗しました
詳細情報：詳細情報

Failed to authenticate the user.
Details:詳細情報
ユーザー認証に失敗しました
詳細情報：詳細情報

サーバの定義ファイルを更新できませんでした。

接続先ホスト上で設定されている認証サーバの名称が誤っ
ています。

（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
再度実行してください。それでも同じメッセージが出
力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
環境設定で，正しい認証サーバの名称を設定してくだ
さい。

KAVB0011-E

KAVB0106-E

Add the 入力情報
入力情報を追加してください

An error occurred in looking into the access authorization
to JP1 resources.
Details:詳細情報
JP1資源へのアクセス権照会中にエラーが発生しました
詳細情報：詳細情報

必須設定項目が追加されていません。
（S ）
再度，入力を待ちます。
（O）
入力情報を追加してから，再度実行してください。

KAVB0101-E
Cannot connect to the connecting host.
接続ホストに接続できません
次の要因で，接続ホストに接続できませんでした。
1. 接続ホスト名の入力に誤りがある。
2. 接続ホストが起動していない。
3. 接続ホストとの通信で何らかの障害が発生した。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
次の確認をしてから，再度実行してください。

JP1 資源へのアクセス権照会中にエラーが発生しました。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0107-E
Failed to obtain product information.
Details:詳細情報
製品情報取得に失敗しました
詳細情報：詳細情報
製品情報取得に失敗しました。
（S）
再度，入力を待ちます。
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（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

07-51）の場合，接続ホストに JP1/IM - Central
Scope がインストールされているか。
• 接続ホストが JP1/IM - Manager（08-00 以降）の
場合，接続ホストでセントラルスコープサービスの
起動およびセントラルスコープサービスへのイベン
ト配信の設定が有効になっているか。

KAVB0108-E
An error occurred in the logout processing.
Connecting host:接続ホスト
Details:詳細情報
ログアウト処理中にエラーが発生しました
ホスト名：接続ホスト
詳細情報：詳細情報

KAVB0122-I
Closing the windows makes you log out. Are you sure you
want to log out?
このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よ
ろしいですか？

ログアウト処理中にエラーが発生しました。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0109-E
Communication error occurred between the connecting
host and the authentication server.
Connecting host:接続ホスト
接続ホストと認証サーバの間で，通信エラーが発生しまし
た
接続ホスト：接続ホスト

ログアウトしてよいかどうかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，ログアウトします。［いい
え］ボタンを押すと，ログアウトしません。

KAVB0123-W
Central Scope is writing a file, so logout is not possible.
Wait until the file output is finished.
セントラルスコープがファイル出力中のため，ログアウト
できません。ファイル出力が終了するまでお待ちください
JP1/IM - Manager がファイル出力中のため，ログアウト
できません。
（S）

接続ホストと認証サーバの間で，通信エラーが発生しまし
た。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
接続ホスト上で認証サーバの設定に誤りがないか確認
してください。

KAVB0121-E
Central Scope is not installed on the connection host.
Connection host:接続ホスト
接続ホストにセントラルスコープがインストールされてい
ません。
接続ホスト:接続ホスト
接続ホストが JP1/IM - Central Console（07-00 〜 07-51）
の場合，JP1/IM - Central Scope がインストールされてい
ません。
接続ホストが JP1/IM - Manager（08-00 以降）の場合，
セントラルスコープサービスの起動およびセントラルス
コープサービスへのイベント配信の設定が有効になってい
ません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
次の確認をしてから，再度ログインしてください。
• 接続ホストが JP1/IM - Central Console（07-00 〜
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ログアウト処理を打ち切り，［監視ツリー］画面を最
前面に表示します。
（O）
JP1/IM - Manager のファイル出力が終了してから，
ログアウトしてください。

KAVB0201-I
The event selected will be deleted. Are you sure you want
to do this?
選択中のイベントを削除します。よろしいですか？
選択中のイベントの表示を削除してよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，選択中のイベントを表示か
ら削除します。［いいえ］ボタンを押すと，選択中の
イベントを表示から削除しません。

KAVB0204-I
Are you sure to log out?
終了（ログアウト）してもよろしいですか？
ログアウトしてよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，ログアウトします。［いい
え］ボタンを押すと，ログアウトしません。

KAVB0207-W 〜 KAVB0228-E

KAVB0207-W

KAVB0221-E

Your user profile is set up incorrectly. (File:ファイル名)
The default settings will be used.
ユーザープロファイル（ファイル名：ファイル名）が正し
く定義されていません。
デフォルトの設定で起動します

A common extended attribute cannot be specified.
共通の拡張属性は指定できません

ユーザープロファイルが正しく定義されていません。
（O）
メッセージダイアログボックスで表示されたユーザー
のユーザープロファイルを採取して，システム管理者
に連絡してください。

固有の拡張属性だけが指定できます。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
共通の拡張属性は表示項目として表示できるため，
マッピングできません。固有の拡張属性を指定してく
ださい。

KAVB0209-I

KAVB0223-E

The status of the selected event will be changed to 対処状
況.
Are you sure you want to do this?
選択中のイベントの状態を対処状況に変更します。よろし
いですか？

The mapping of the event information to the display item
(表示項目) of the event ID (イベントID) is already defined.
イベントID（イベントID）の表示項目（表示項目）への
イベント情報マッピングはすでに定義されています

選択中のイベントの状態を対処状況に変更してよいかの確
認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，選択中のイベントの状態が
対処状況に変更されます。［いいえ］ボタンを押すと，
選択中のイベントの状態が対処状況に変更されませ
ん。

KAVB0210-E
The conditions for 入力情報 is either duplicated.
入力情報の条件が重複しています
画面の入力項目に同じ条件が複数個指定されています。
複数の条件が指定できる場合は，同じ条件を複数個指定で
きません。
（S ）

一つのイベントに対して一つの表示項目へのマッピングが
複数設定されています。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
一つのイベントに対して一つの表示項目へのマッピン
グは，一つだけ設定できます。マッピング先の表示項
目の内容とイベント ID を見直し，一つの表示項目へ
のマッピングが重複しないようにしてください。

KAVB0227-W
Reflecting the settings into the manager will affect the
JP1/IM - View linked to the manager. Are you sure you
want to do this?
設定内容をマネージャーに反映すると，マネージャーに接
続しているJP1/IM - Viewに影響します。よろしいです
か？

再度，入力を待ちます。
（O）
条件を見直してから，再度実行してください。

KAVB0211-E
The conditions for 入力情報 is either duplicated.
入力情報:入力値
入力情報の条件が重複しています
入力情報:入力値
画面の入力項目に同じ条件が複数個指定されています。
複数の条件が指定できる場合は，同じ条件を複数個指定で
きません。
（S ）
再度，入力を待ちます。

設定内容をマネージャーに反映すると，マネージャーに接
続している JP1/IM - View に表示されるイベントが変化す
ることがあります。
（O）
［はい］ボタンを押すと，設定内容が反映されます。
［いいえ］ボタンを押すと，設定内容は反映されませ
ん。

KAVB0228-E
The event-information mapping definition was reflected
in the manager, but the attempt to save the definition
failed. When the manager stops, the current settings will
be lost.
イベント情報マッピング定義はマネージャーに反映されま
したが，定義の保存に失敗しました。マネージャーを停止
すると今回の設定は失われます

（O）
入力項目を正しく入力してください。

マッピング定義はマネージャーに反映されましたが，保存
処理に失敗したため，マネージャーを停止すると，設定が
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失われます。
（ S）
マッピングはマネージャーに反映されたため機能しま
すが，保存処理は打ち切ります。

KAVB0243-E
The settings for an event ID is incorrect.
Specify the event ID in 8-digits hexadecimal number.
イベントIDの設定が正しくありません
16進数8桁で設定してください

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0229-I
機能名の通知抑止を解除します。よろしいですか？

画面に入力したイベント ID の情報に誤りがあります。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
正しいイベント ID を入力して，再度実行してくださ

通知抑止を解除してよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと通知抑止解除処理を行います。
［いいえ］ボタンを押すと通知抑止解除処理を行いま
せん。

い。

KAVB0244-E

機能名の通知抑止解除に失敗しました 詳細コード:コード

The settings for an event ID is incorrect.
Specify the event ID in 8-digits hexadecimal number.
入力情報:入力値
イベントIDの設定が正しくありません
16進数8桁で設定してください
入力情報:入力値

通知抑止の解除処理に失敗しました。

画面に入力したイベント ID の情報に誤りがあります。

KAVB0230-E

（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。

KAVB0231-E
通知状態の取得に失敗しました。
機能通知状態の取得に失敗しました。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
イベント一覧の表示を再度更新してください。実行し
ても同じメッセージが表示される場合は，資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0241-E
入力情報 is not a correct date or time information.
入力情報に日付・時刻とはみなせない値が入力されていま
す
画面に入力した日付や時刻の情報に誤りがあります。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
正しい日付や時刻を入力してから，再度実行してくだ
さい。

（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
正しいイベント ID を入力して，再度実行してくださ
い。

KAVB0245-E
Specify conditions for 入力情報.
入力情報の条件を設定してください
画面上の条件を設定する項目に，何も条件が設定されてい
ません。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定してから，再度実行してください。

KAVB0246-E
The filter condition exceeds the maximum length.
(Maximum length:最大長)
フィルター条件の最大長（最大長）を超えて指定していま
す
画面で設定したフィルター条件文の合計の長さが，フィル
ター条件文の最大長を超えています。
• イベント検索の場合：JP1/Base（06-00 以前）は 4,096
バイト，JP1/Base（06-51）は 65,536 バイト
• イベント取得フィルターの場合：除外条件群または適用
中の共通除外条件群が設定してあるときは 65,536 バイ
ト，設定していないときは 61,440 バイト
• 重要イベントフィルターの場合：65,536 バイト
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• ユーザーフィルターの場合：1,048,576 バイト
• 表示フィルターの場合：1,048,576 バイト
（S）
再度，入力を待ちます。

条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB0250-I
Do you really want to delete this filter?
このフィルターを削除してよろしいですか？

（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB0247-E
入力情報 exceeds the maximum number of items that can
be input. (Maximum number: 個数)
入力情報は入力可能個数（個数個）を超えて指定していま
す
設定した条件が，その項目で入力できる個数を超えていま
す。
（S ）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB0248-E
The settings for a regular expression is incorrect.
正規表現の指定が正しくありません

選択したフィルターを削除してもよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，選択したフィルターを削除
します。［いいえ］ボタンを押すと，削除しません。

KAVB0251-E
The search cannot be performed for the specified
condition because the search host's JP1/Base does not
support the exclusion condition.
検索ホストのJP1/Baseが除外条件に対応していないた
め，指定された条件では検索できません
検索対象となるホストの JP1/Base が 08-50 より前のバー
ジョンであるため，除外条件を含むイベント検索が実行で
きませんでした。
（S）
イベント検索は実行されません。
（O）
イベント検索の実行先に指定したホストの，JP1/

指定した正規表現に誤りがあります。
（S ）
イベント検索の場合は，イベント検索は実行されませ
ん。この場合，［イベント検索条件設定］画面を閉じ，
［イベントコンソール］画面に戻ります。
次のフィルターの設定画面では，メッセージダイアロ
グが表示された後に再度入力を待ちます。
• イベント取得フィルター
• 重要イベントフィルター
• ユーザーフィルター
• 表示フィルター
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB0249-W
The filter condition exceeds the maximum length. (最大
長)The filtercondition can beedited or deleted,but cannot
be added or copied.
フィルター条件が最大長（最大長）を超えています。フィ
ルター条件の編集および削除はできますがフィルター条件
の追加および複製はできません
画面で設定したフィルター条件文の合計の長さが，フィル
ター条件文の最大長を超えています。このため，フィル
ター条件文の追加および複製はできません。
（S ）

Base のバージョンを確認してください。除外条件を
指定する場合は，JP1/Base 08-50 以降がインストー
ルされている必要があります。

KAVB0255-E
The common extended attribute is already defined.
指定した属性名はすでに設定されています
固有の拡張属性は AND 条件で入力するため，条件を重複
して入力はできません。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を見直して，再度設定してください。

KAVB0256-E
The specified condition group name already exists.
指定した条件群名はすでに設定されています
条件群一覧には重複した条件群名の指定はできません。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

再度，入力を待ちます。
（O）

575

KAVB0257-I 〜 KAVB0271-E

KAVB0257-I

KAVB0262-I

Are you sure you want to delete this condition group?
この条件群を削除してよろしいですか？

The search reached the end of the event database.
イベントDBの最後尾まで検索が終了しました

選択した条件群を削除してもよいかの確認です。

イベント DB の先頭から最後尾までイベント検索が終了し

（O）
［はい］ボタンを押すと，選択した条件群を削除しま
す。［いいえ］ボタンを押すと，選択した条件群を削
除しません。

ました。これ以降に登録されたイベントを検索する場合
は，［次イベント検索］ボタンを押してください。
（S）
処理を終了します。

KAVB0258-E

KAVB0263-I

Specify the condition group name.
条件群名を指定してください

The search reached the beginning of the event database.
イベントDBの先頭まで検索が終了しました

条件群名が設定されていません。

イベント DB の最後尾から先頭までのイベント検索が終了

（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件群名を設定して，再度実行してください。

KAVB0259-E
The specified filter name already exists.
指定したフィルター名はすでに存在します
同じフィルター名は指定できません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB0260-E
A filter being applied cannot be deleted.
適用中のフィルターは削除できません
指定したフィルターが適用中であるため，削除できませ
ん。
（ S）
処理を終了し，［イベント取得条件一覧］画面に戻り
ます。
（O）
適用中のフィルターをほかの条件に切り替え，再度実
行してください。

しました。
（S）
処理を終了します。

KAVB0264-I
The search is complete.
検索が終了しました
検索時のイベント取得件数分のイベントの検索が終了しま
した。
（S）
処理を終了します。

KAVB0270-E
一部の制御でイベント取得フィルターの切り替えに失敗し
ました
一部の制御でイベント取得フィルターの切り替えに失敗し
ました。
（S）
イベント取得フィルターの切り替え処理を打ち切りま
す。
（O）
マネージャーの統合トレースログを確認してエラー
メッセージが出力されていないか確認してください。
エラーメッセージが出力されている場合，そのエラー
メッセージの対処方法に従って対処してください。出
力されていない場合は資料採取ツールを使用して資料
採取し，管理者に連絡してください。

KAVB0261-I
KAVB0271-E

The search is complete.
検索が終了しました

イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました

イベント検索の終了を通知します。

イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（S）
イベント取得フィルターの切り替え処理を打ち切りま
す。
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（O）
マネージャーの統合トレースログを確認してエラー
メッセージが出力されていないか確認してください。
エラーメッセージが出力されている場合，そのエラー
メッセージの対処方法に従って対処してください。出
力されていない場合は資料採取ツールを使用して資料
採取し，管理者に連絡してください。

KAVB0281-E
The user(入力情報) is either duplicated in a field or
defined in another user's filter.
ユーザー（入力情報）はフィールド内で重複しているか，
他のユーザーフィルターに定義されています
同一ユーザーが複数回指定されています。または，ほかの
ユーザーフィルターですでに定義されています。一人の
ユーザーは一つのユーザーフィルターにしか定義できませ
ん。
（S ）
再度，入力を待ちます。
（O）
対象ユーザー名を正しく入力してから，再実行してく
ださい。

KAVB0292-I
Details cannot be displayed because no event is selected.
イベントが選択されていないため，詳細を表示できません
［イベントコンソール］画面でイベントが選択されていな
いため，［イベント詳細］画面に詳細情報を表示できませ
ん。
（O）
［イベントコンソール］画面でイベントを一つ選択し
てください。

KAVB0293-I
Details cannot be displayed because multiple events are
selected.
イベントが複数選択されているため，詳細を表示できませ
ん
［イベントコンソール］画面でイベントが複数選択されて
いるため，［イベント詳細］画面に詳細情報を表示できま
せん。
（O）
［イベントコンソール］画面でイベントを一つ選択し
てください。

KAVB0282-E

KAVB0301-E

You cannot use a space character as a delimiter to specify
入力情報.
入力情報の指定に区切り記号として空白が使用されていま
す

System error occurred in Tool Launcher.
統合機能メニュー画面でシステムエラーが発生しました

複数のユーザーを設定するときに，区切り文字に空白が使
用されています。複数のユーザーを入力するときは，区切
り文字にコンマを使用してください。
（S ）
再度，入力を待ちます。
（O）
不正な空白の入力を修正してから，再度実行してくだ
さい。

KAVB0291-E
Failed to obtain detailed event information.
イベント詳細情報の取得に失敗しました
詳細表示するイベントの情報を統合コンソールマネー
ジャーから取得する際に，予期できない障害を検出しまし
た。
（S ）
イベント詳細情報の表示処理を打ち切ります。
（O）
JP1/IM - View および JP1/IM - Manager の資料を採
取して，システム管理者に連絡してください。

［統合機能メニュー］画面処理中に予期できない障害を検
出しました。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0311-W
繰り返しイベントの中に，マネージャーにないイベントが
ありました
マネージャーにない繰り返しイベントがありました。
（S）
処理を続行します。

KAVB0312-E
The maximum number of events that can be changed at
a time is スクロールバッファ最大数.
Please select the events again.
一度に変更できるイベントは，最大スクロールバッファ最
大数件です。イベントを選択し直して下さい
一度に対処状況を変更できるイベント件数は，JP1/IM View の［イベントコンソール］画面では最大 2,000 件，
また，WWW ページ版の JP1/IM - View の［イベントコ
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ンソール］画面では最大 1,000 件です。選択しているイベ

KAVB0324-E

ントの総数（非集約イベント，集約イベント，集約中イベ
ント，および繰り返しイベントを含む）が，最大件数を超
えています。

An attempt to lock the CSV file has failed. (file=ファイル
名)
CSVファイルをロックすることができませんでした
(ファイル名=ファイル名)

（ S）
処理を中断します。対処状況は変更しません。
（O）
選択するイベントの総数（非集約イベント，集約イベ
ント，集約中イベント，および繰り返しイベントを含
む）が，JP1/IM - View の［イベントコンソール］画
面は 2,000 件，また，WWW ページ版の JP1/IM View の［イベントコンソール］画面は 1,000 件以下
になるように選択してください。

KAVB0321-Q
Are you sure you want to save the CSV file now? (file=
ファイル名)
CSVファイルを保存します。よろしいですか？
(ファイル名=ファイル名)
ファイルを保存するかどうかの確認です。

ファイルの排他権取得に失敗しました。
（S）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
次の確認をしてから，CSV 出力を再度実行してくだ
さい。
• ほかのアプリケーションでそのファイルをロックし
ていないか。
• 一つのファイルに対して同時に出力していないか。

KAVB0325-E
An attempt to output the CSV file has failed. (file=ファイ
ル名)
CSVファイルの出力に失敗しました
(ファイル名=ファイル名)

（ S）
［はい］ボタンを押すと，ファイルを保存します。
［いいえ］ボタンを押すと，ファイルを保存しません。

KAVB0322-Q
Are you sure you want to overwrite the existing CSV file?
(file=ファイル名)
CSVファイルを上書きしますか？
(ファイル名=ファイル名)
ファイルを上書きするかどうかの確認です。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，ファイルを上書き保存しま
す。
［いいえ］ボタンを押すと，ファイルを上書き保存し
ません。

KAVB0323-E
An attempt to open the CSV file has failed. (details = 詳
細情報)
CSVファイルのオープンに失敗しました (詳細情報:詳細情
報)
CSV ファイルのオープンに失敗しました。
（ S）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
詳細情報に示される情報に対応した対処をしてから，
CSV 出力を再度実行してください。問題が解決され
ない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。
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ファイルの出力に失敗しました。
（S）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
CSV ファイル出力先の空き容量が不足していないか
確認し，CSV 出力を再度実行してください。

KAVB0326-E
A memory shortage occurred during output of the CSV
file. (file=ファイル名)
CSVファイルの出力処理でメモリー不足が発生しました
(ファイル名=ファイル名)
CSV ファイルの出力処理でメモリー不足が発生しました。
（S）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
空きメモリー容量が十分に確保されていることを確認
し，CSV 出力を再度実行してください。

KAVB0327-E
The file cannot be saved because the file name is too long.
(file=ファイル名)
ファイル名が長すぎるため保存することができません
(ファイル名=ファイル名)
CSV ファイルのファイル名が絶対パスで 259 文字を超え
ています。
（S）

KAVB0328-E 〜 KAVB0344-E

CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
ファイル名を絶対パスで 259 文字以下にしてから，
CSV 出力を再度実行してください。

KAVB0328-E
The file cannot be saved because of an invalid file name.
(file=ファイル名)
無効なファイル名のため保存することができません
(ファイル名=ファイル名)
無効なファイル名のため保存できません。無効なファイル
名は次のとおりです。
1.「:，?， ，<，>，|」のどれかの文字が含まれている
場合。
2.「CON,PRN,AUX,NUL,COM1, COM2, COM3, COM4,
COM5, COM6, COM7, COM8, COM9,LPT1, LPT2,
LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9」
のどれかと完全一致する場合（小文字も含む）。
3. 1.，2. のどちらかのファイル名に加え，「.xxx」の場合
（xxx は任意の文字）。
（例）CON.txt, PRN.txt.csv
（S ）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
ファイル名を変更してから，CSV 出力を再度実行し
てください。

KAVB0329-E
An I/O error occurred during output of the CSV file. (file=
ファイル名)
CSVファイルの出力処理で入出力エラーが発生しました
(ファイル名=ファイル名)
CSV ファイルの出力処理で入出力エラーが発生しました。
（S）
CSV ファイルの出力処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0341-W
The event database on ホスト名 does not contain the
related event. (serial number=イベントDB内通し番号)
関連イベント（イベントDB内通し番号:イベントDB内通
し番号）がホスト名のイベントデータベースにありません
でした
表示しようとした関連イベントがホスト名のイベントデー
タベースにありません。
この現象は，マネージャー上のイベントデータベースの容
量を超えて新しいイベントが到着しているか，イベント
データベースを削除した場合に発生します。

（S）
関連イベントの表示を続行します。
（O）
次の確認をしてください。
• イベントデータベースが削除されていないか。
• イベントデータベースの容量が小さい値になってい
ないか。

KAVB0342-W
The related event cannot be displayed because it is
filtered by the user filter. (serial number in the event
database= イベントDB内通し番号)
関連イベント（イベントDB内通し番号:イベントDB内通
し番号）はユーザーフィルターによってフィルタリングさ
れたため，表示できません
表示しようとした関連イベントはユーザーフィルターに
よってフィルタリングされたため，表示できませんでし
た。
（S）
処理を続行します。
（O）
ユーザーフィルターの条件を見直してください。

KAVB0343-E
A system error occurred on the server during acquisition
of the related event. (server name = サーバ名, reason = 要
因)
関連イベントを取得するときにサーバでシステムエラーが
発生しました。サーバ名:サーバ名，要因:要因
関連イベントを取得するときにサーバでシステムエラーが
発生しました。
（S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
ネットワークに異常が発生していないか確認してくだ
さい。
問題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB0344-E
A memory shortage occurred on the server during
acquisition of the related event. (server name = サーバ名)
関連イベントを取得するときにサーバでメモリー不足が発
生しました。サーバ名:サーバ名
関連イベントを取得するときにサーバでメモリーが不足し
ました。
（S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
空きメモリー容量が十分に確保されているか確認して
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ください。
問題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB0345-E
The event buffer on the server cannot accept the
acquisition of the related event. (server name = サーバ名)
サーバ上のイベントバッファーが関連イベントの取得を受
け付けられる状態ではありません。サーバ名:サーバ名
サーバ上のイベントバッファーが関連イベントの取得を受
け付けられる状態ではありません。
（ S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
時間をおいて再度実行してください。

KAVB0346-E
A system error occurred while acquiring the related
event from the event service on ホスト名. (reason = 要因)
関連イベントを取得するときにホスト名のイベントサービ
スでシステムエラーが発生しました。要因:要因
ホスト名のイベントサービスから関連イベントを取得する
ときにシステムエラーが発生しました。
（ S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動していない場合は，イベントサービス起動後，マ
ネージャーを再起動して回復してください。
問題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取し
て，システム管理者に連絡してください。

KAVB0347-E
The related event could not be acquired because it was
not possible to connect to the event service on ホスト名.
ホスト名のイベントサービスに接続できなかったため，関
連イベントを取得できませんでした
マネージャーとイベントサービスとの接続が確立できませ
ん。
（ S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動していない場合は，イベントサービス起動後，マ
ネージャーを再起動して回復してください。

KAVB0349-E
The related event could not be acquired because a
communication error occurred with the event service on
ホスト名.
ホスト名のイベントサービスとの通信でエラーが発生した
ため，関連イベントを取得できませんでした
ホスト名のイベントサービスから関連イベントを取得する
ときに通信エラーが発生しました。次の要因が考えられま
す。
• マネージャーが起動されていない。
• イベントサービスが起動されていない。
• 処理要求の負荷が一時的に高くなっている。
（S）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
要因に従って対処してください。
• マネージャーが起動されているか確認してくださ
い。
• イベントサービスが起動されているか確認してくだ
さい。
• リトライしてください。何度リトライしても成功し
ない場合は，ビューアーを再起動してリトライして
ください。

KAVB0350-W
Manager host identification processing failed. The status
of the related event cannot be changed.
マネージャーホスト識別処理に失敗しました。関連イベン
トに対して対処状況の変更はできません
関連イベント取得先ホストとマネージャーホストの識別処
理に失敗したため，対処状況の変更ができません。
（S）
関連イベントを表示しますが，表示された関連イベン
トに対して対処状況の変更ができません。
（O）
表示対象イベントの発行元ホストとの通信に問題がな
いか確認してから，再度実行してください。
確認後に再度実行しても回復しない場合は，資料採取
ツールで資料を採取して，システム管理者に連絡して
ください。

KAVB0351-E
The related event cannot be displayed because the data
necessary for acquiring the event is not present.
関連イベントの取得に必要なデータがないため，関連イベ
ントを表示できません
内部エラーが発生したため関連イベントを表示できませ
ん。
（S）
関連イベントは表示できませんが，処理を続行しま
す。
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KAVB0352-E 〜 KAVB0372-E

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0352-E
The related event could not be acquired because an error
occurred. (serial number in the event database = イベン
トDB内通し番号)
エラーが発生したため，関連イベント（イベントDB内通
し番号:イベントDB内通し番号）を取得できませんでした
エラーが発生したため，関連イベントを取得できませんで
した。
（S ）
関連イベントの取得を中断します。
（O）
ダイアログに表示されたメッセージ，または統合ト
レースログに出力されたメッセージを確認して，その
メッセージの対処方法に従ってください。

KAVB0363-E
A memory shortage occurred during processing to copy to
the clipboard.
クリップボードへのコピー処理でメモリー不足が発生しま
した
クリップボードへのコピー処理でメモリー不足が発生しま
した。
（S）
クリップボードへのコピー処理を中断します。
（O）
空きメモリー容量が十分に確保されていることを確認
し，再度実行してください。

KAVB0364-E
An attempt to copy to the clipboard has failed. (reason =
要因)
クリップボードへのコピーに失敗しました。 要因:要因
クリップボードへのコピーに失敗しました。

KAVB0361-E
An attempt to copy to the clipboard failed because the
clipboard is full (バイト数 bytes).
クリップボードへコピーする情報が制限値（バイト数バイ
ト）を超えているため，クリップボードへのコピーに失敗
しました
クリップボードへコピーする情報が制限値（バイト数）を
超えているため，クリップボードへのコピーに失敗しまし
た。

（S）
クリップボードへのコピー処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0371-E
The IM-View configuration file does not exist.
IM-View設定ファイルが存在しません

（S ）
クリップボードへのコピー処理を中断します。
（O）
選択している件数を減らして，再度実行してくださ
い。

IM-View 設定ファイルがありません。
（S）
デフォルトの値で処理を続行します。
（O）

KAVB0362-E

定義ファイルを確認し，JP1/IM - View を再起動して

An attempt to copy to the clipboard failed because the
clipboard is being used.
クリップボードが使用中のため，クリップボードへのコ
ピーに失敗しました

ください。定義ファイルに問題がない場合は，資料採
取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡して
ください。

クリップボードがほかのアプリケーションにより使用中の
ため，クリップボードへのコピーに失敗しました。
（S ）
クリップボードへのコピー処理を中断します。
（O）
ほかのアプリケーションがクリップボードを使用して
いないか確認し，再度実行してください。

KAVB0372-E
An attempt to read the IM-View configuration file has
failed. (reason = 要因)
IM-View設定ファイルの読み込みに失敗しました。要因:
要因
IM-View 設定ファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
デフォルトの値で処理を続行します。
（O）
アクセス権が正しく設定されているか確認し，JP1/
IM - View を再起動してください。定義ファイルに問
題がない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
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KAVB0373-E 〜 KAVB0392-E

ステム管理者に連絡してください。

KAVB0373-E
A value defined for an item (項目名) in the IM-View
configuration file is invalid. The default value (デフォル
ト値) will be used.
IM-View設定ファイルの項目（項目名）に設定された値が
不正です。デフォルト値（デフォルト値）を使用します
メッセージに表示された IM-View 設定ファイルの項目の

同じメッセージが出力される場合は，資料採取ツール
で資料を採取し，システム管理者に連絡してくださ
い。

KAVB0391-E
The definition of the settings file(ファイル名) for
consolidated display of repeated events is invalid.
(maintenance information = 保守情報)
繰り返しイベントの集約設定ファイル(ファイル名)の定義
が不正です (保守情報:保守情報)

値に誤りがあります。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
IM-View 設定ファイルの値を修正し，JP1/IM - View
を再起動してください。

KAVB0374-E
A value defined for an item (項目名) in the IM-View
configuration file is outside the valid range. The default
value (デフォルト値) will be used.
IM-View設定ファイルの項目（項目名）に設定された値が
範囲外です。デフォルト値（デフォルト値）を使用します
メッセージに表示された IM-View 設定ファイルの項目の
値が範囲外です。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）

繰り返しイベントの集約設定ファイルのデータに不正な値
が設定されています。
（S）
繰り返しイベントの集約設定ファイルからのデータの
読み込みを停止し，繰り返しイベントの集約表示の設
定がされていない状態で，処理を続行します。
（O）
［ユーザー環境設定］画面で，繰り返しイベントの集
約表示の設定を再度行ってください。
または，繰り返しイベントの集約設定ファイル（ファ
イル名）をバックアップしている場合，JP1/IM Manager を停止して，リストア後に JP1/IM Manager を再起動してください。
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0392-E
The definition of the view filter definition file(ファイル名
) is invalid. (maintenance information = 保守情報)
表示フィルター定義ファイル(ファイル名)の定義が不正で
す (保守情報:保守情報)

IM-View 設定ファイルの値を修正し，JP1/IM - View
を再起動してください。

KAVB0381-W
An error occurred during initialization processing
necessary for outputting to the integrated trace log.
統合トレースログ出力の初期化処理でエラーが発生しまし
た

表示フィルター定義ファイルのデータに不正な値が設定さ
れています。
（S）
表示フィルター定義ファイルからのデータの読み込み
を停止し，表示フィルターの設定がされていない状態
で，処理を続行します。
（O）

統合トレースログ出力の初期化処理でエラーが発生しまし
た。統合トレースログにメッセージを出力できません。
（ S）
処理を続行します。
（O）
次のサービスが起動していることを確認してくださ
い。
• Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2
起動していない場合は，サービスを起動し，JP1/IM View を再起動してください。
サービスが起動している場合，メッセージダイアログ
を閉じて，起動した JP1/IM - View を再起動してくだ
さい。
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［表示フィルター一覧］画面で，表示フィルターの設
定を再度行ってください。
または，表示フィルター定義ファイル（ファイル名）
をバックアップしている場合，JP1/IM - Manager を
停止して，リストア後に JP1/IM - Manager を再起動
してください。
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0393-E 〜 KAVB0394-E

KAVB0393-E

KAVB0394-E

The definition of the event acquisition filter definition
file(ファイル名) is invalid. (maintenance information = 保
守情報)
イベント取得フィルター定義ファイル(ファイル名)の定義
が不正です (保守情報:保守情報)

The definition of the event acquisition filter list file(ファ
イル名) is invalid. (maintenance information = 保守情報)
イベント取得フィルター一覧格納ファイル(ファイル名)の
定義が不正です (保守情報:保守情報)

イベント取得フィルター定義ファイルのデータに不正な値
が設定されています。
（S）
イベント取得フィルター定義ファイルからのデータの
読み込みを停止し，処理を続行します。JP1/IM View から［システム環境設定］画面を起動できなく
なります。
（O）

イベント取得フィルター一覧格納ファイルのデータに不正
な値が設定されています。
（S）
イベント取得フィルター一覧格納ファイルからのデー
タの読み込みを停止し，処理を続行します。JP1/IM View から［システム環境設定］画面を起動できなく
なります。
（O）
イベント取得フィルター一覧格納ファイル（ファイル
名）をバックアップしている場合，JP1/IM -

イベント取得フィルター定義ファイル（ファイル名）
をバックアップしている場合，JP1/IM - Manager を

Manager を停止して，リストア後に JP1/IM -

停止して，リストア後に JP1/IM - Manager を再起動

Manager を再起動してください。

してください。
イベント取得フィルター定義ファイルをバックアップ
していない場合，JP1/IM - Manager を停止して，次

イベント取得フィルター一覧格納ファイルをバック
アップしていない場合，JP1/IM - Manager を停止し

の手順で初期状態のイベント取得フィルター（JP1/
SES イベント以外を取得するフィルター）にリスト
アしてください。その後 JP1/IM - Manager を起動
し，イベント取得フィルターの設定を再度行ってくだ
さい。
初期状態のイベント取得フィルターにリストアする手
順を次に示します。
Windows の場合：
物理ホストのリストア手順：
cd Console パス ¥conf¥console¥filter

て，次の手順でイベント取得フィルター一覧格納ファ
イルを削除してください。その後 JP1/IM - Manager
を起動し，イベント取得フィルターの設定を再度行っ
てください。
イベント取得フィルター一覧格納ファイルを削除する
手順を次に示します。
Windows の場合：
物理ホストの削除手順：
cd Console パス ¥conf¥console¥filter
del ファイル名
（receive_filter_list.conf）

copy receive_filter.conf.model
receive_filter.conf

論理ホストの削除手順：
cd 共有フォルダ

論理ホストのリストア手順：
cd 共有フォルダ

¥jp1cons¥conf¥console¥filter

¥jp1cons¥conf¥console¥filter
copy receive_filter.conf.model
receive_filter.conf
UNIX の場合：
物理ホストのリストア手順：
cd /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter
cp -p receive_filter.conf.model
receive_filter.conf
論理ホストのリストア手順：
cd 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/
console/filter
cp -p receive_filter.conf.model
receive_filter.conf
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

del ファイル名
（receive_filter_list.conf）
UNIX の場合：
物理ホストの削除手順：
cd /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter
rm ファイル名
（receive_filter_list.conf）
論理ホストの削除手順：
cd 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/
console/filter
rm ファイル名
（receive_filter_list.conf）
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB0395-E 〜 KAVB0397-E

KAVB0395-E
The definition of the event search filter definition file(
ファイル名) is invalid. (maintenance information = 保守
情報)
イベント検索フィルター定義ファイル(ファイル名)の定義
が不正です (保守情報:保守情報)

del ファイル名（serious_filter_ex.conf）
UNIX の場合：
物理ホストの削除手順：
cd /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter
rm ファイル名（serious_filter_ex.conf）
論理ホストの削除手順：
cd 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/
console/filter

イベント検索フィルター定義ファイルのデータに不正な値
が設定されています。
（ S）

rm ファイル名（serious_filter_ex.conf）

イベント検索フィルター定義ファイルからのデータの
読み込みを停止し，イベント検索条件の設定がされて
いない状態で，処理を続行します。
（O）

KAVB0397-E

［イベント検索条件設定］画面で，イベント検索条件
の設定を再度行ってください。
または，イベント検索フィルター定義ファイル（ファ
イル名）をバックアップしている場合，JP1/IM Manager を停止して，リストア後に JP1/IM Manager を再起動してください。
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0396-E
The definition of the severe event(s) filter definition file(
ファイル名) is invalid. (maintenance information = 保守
情報)
重要イベントフィルター定義ファイル(ファイル名)の定義
が不正です (保守情報:保守情報)
重要イベントフィルター定義ファイルのデータに不正な値
が設定されています。
（ S）
イベントコンソールサービスを終了します。
（O）
重要イベントフィルター定義ファイル（ファイル名）
をバックアップしている場合，JP1/IM - Manager を
停止して，リストア後に JP1/IM - Manager を再起動
してください。
重要イベントフィルター定義ファイルをバックアップ
していない場合，JP1/IM - Manager を停止して，次
の手順で重要イベントフィルター定義ファイルを削除
してください。その後 JP1/IM - Manager を起動し，
重要イベントフィルターの設定を再度行ってくださ
い。
重要イベントフィルター定義ファイルを削除する手順
を次に示します。
Windows の場合：
物理ホストの削除手順：
cd Console パス ¥conf¥console¥filter

The definition of the event receiver filter definition file(
ファイル名) is invalid. (maintenance information = 保守
情報)
ユーザーフィルター定義ファイル(ファイル名)の定義が不
正です (保守情報:保守情報)
ユーザーフィルター定義ファイルのデータに不正な値が設
定されています。
（S）
イベントコンソールサービスを終了します。
（O）
ユーザーフィルター定義ファイル（ファイル名）を
バックアップしている場合，JP1/IM - Manager を停
止して，リストア後に JP1/IM - Manager を再起動し
てください。
ユーザーフィルター定義ファイルをバックアップして
いない場合，JP1/IM - Manager を停止して，次の手
順でユーザーフィルター定義ファイルを削除してくだ
さい。その後 JP1/IM - Manager を起動し，ユーザー
フィルターの設定を再度行ってください。
ユーザーフィルター定義ファイルを削除する手順を次
に示します。
Windows の場合：
物理ホストの削除手順：
cd Console パス ¥conf¥console¥filter
del ファイル名（user_filter_ex.conf）
論理ホストの削除手順：
cd 共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter
del ファイル名（user_filter_ex.conf）
UNIX の場合：
物理ホストの削除手順：
cd /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter
rm ファイル名（user_filter_ex.conf）

論理ホストの削除手順：
cd 共有フォルダ

論理ホストの削除手順：
cd 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/
console/filter

¥jp1cons¥conf¥console¥filter

rm ファイル名（user_filter_ex.conf）

del ファイル名（serious_filter_ex.conf）
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問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0401-E 〜 KAVB0414-E

KAVB0412-E
問題が解決されない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0401-E
System error occurred in the command execution screen.
コマンド実行画面でシステムエラーが発生しました
［コマンド実行］画面処理中に予期できない障害を検出し
ました。

An error occurred in terminating the command execution
session.
Reason:要因
コマンド実行セッションを終了する時にエラーが発生しま
した
要因：要因
コマンド実行制御との終了処理中に障害を検出しました。
（S）
その処理の実行を打ち切ります。

（S ）
処理を打ち切ります。

（O）
KAVB0411-E を参照してください。

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0411-E
Cannot initialize the command execution session.
Reason:要因
コマンド実行セッションを初期化する事ができません
要因：要因
コマンド実行制御との初期化中に障害を検出しました。
（S ）

KAVB0413-E
An error occurred in executing the command.
Reason:要因
コマンド実行時にエラーが発生しました
要因：要因
コマンドの実行中に，コマンド実行制御で障害を検出しま
した。
（S）
処理の実行を打ち切ります。

処理を打ち切ります。
（O）
表示される要因に従って次の点を確認してください。
• 「ポート番号が無効です」「The port number is
invalid.」
指定したポート番号を確認してください。
• 「JP1/Base への接続に失敗しました」「Fail to
connect JP1/Base.」

（O）
表示される要因に従って次の点を確認してください。
• 「ホスト名の入力値の長さが不正です」
「The length
of the hostname is incorrect.」
• 「コマンド長が不正です」「The length of the
command is incorrect.」
• 「環境変数ファイル名の入力値の長さが不正です」
「The length of the environment parameter is
incorrect.」

接続サーバの JP1/Base に接続できませんでした。
接続サーバの JP1/Base が起動されていないおそれ
があります。接続サーバの状態を確認してくださ
い。また，通信障害が発生しているおそれがありま
す。サーバとの接続状態を確認してください。
• 「接続がタイムアウトしました」「Connection has
timed out.」
サーバまたはネットワークの負荷が高い状態のた
め，タイムアウトが発生しました。しばらく待って
から再実行してください。
• 「サーバからのデータ受信に失敗しました」「There
is a bad response from the server.」
• 「データの送受信に失敗しました」「Socket error
occurred.」
• 「接続に失敗しました」「Connection has failed.」
通信障害が発生しています。サーバとの接続状態を
確認してください。
• 上記以外の要因
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。

入力した値の長さを確認後，再度実行してください。
上記以外は，KAVB0411-E を参照してください。

KAVB0414-E
An error occurred while receiving the execution result of
command.
Reason:要因
コマンド実行結果受信中にエラーが発生しました
要因：要因
コマンドの実行結果を受信中に，コマンド実行制御で障害
を検出しました。実行中のコマンドまたは先行入力された
コマンドの実行結果は取得できません。
（S）
その処理の実行を打ち切ります。
（O）
KAVB0411-E を参照してください。
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KAVB0451-W 〜 KAVB0510-E

KAVB0451-W

KAVB0505-E

Failed to read the input history.
入力履歴の読み込みに失敗しました

Failed to read/write/update the action definition.
アクション定義の読み込み／書き込み／変更に失敗しまし
た

入力履歴の読み込みに失敗しました。
（ S）
入力履歴情報がない状態で，処理を続行します。

KAVB0452-W
Failed to save the input history.
入力履歴の保存に失敗しました
入力履歴の書き込みに失敗しました。
（ S）
入力履歴情報を反映しないで，処理を続行します。

KAVB0502-I
Are you sure to close without pressing the "Apply"
button?
適用ボタンが押されていませんが終了してよろしいです
か？

何らかの理由で，アクション定義の読み込み／書き込み／
変更ができませんでした。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
操作し直してください。

KAVB0507-E
Do not input ¥ at the end of an action.
アクションの末尾に¥は入力できません
アクションの末尾に "¥" が入力されました。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
入力するアクションを見直して，再度操作してくださ
い。

設定内容は［適用］ボタンを押さないと有効になりませ
ん。［適用］ボタンを押さないで画面を終了しようとして
います。
［はい］ボタンを押すと，設定内容を反映しないで画面を
終了します。［いいえ］ボタンを押すと，画面を終了しま
せん。

The settings for 設定項目 are incorrect.
設定項目の設定が正しくありません

（O）

設定項目の設定内容が正しくありません。

［はい］ボタンを押すと，設定内容を反映しないで画
面を終了します。［いいえ］ボタンを押すと，画面を
終了しません。

KAVB0503-I
Are you sure to delete this line?
この行を削除してよろしいですか？
選択行を削除してよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，選択行を削除します。［いい
え］ボタンを押すと，選択行を削除しません。

KAVB0504-E
Failed to obtain the result of an action.
アクション結果の取得に失敗しました
何らかの理由で，アクション結果情報を取得できませんで
した。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
操作し直してください。
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KAVB0508-E

（S）
再度，設定を待ちます。
（O）
再度，操作してください。

KAVB0509-E
The extended attribute name was specified incorrectly.
You can use capital letters, numerics and underlines
only.
The name must begin with a capital letter.
拡張属性名の指定が正しくありません
使用できる文字は，英大文字か数字かアンダーラインです
先頭は英大文字です
拡張属性名の指定が間違っています。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
再度，操作してください。

KAVB0510-E
You can specify up to 100 discretionary extend attributes.
設定できる任意の拡張属性は100件以内です

KAVB0531-I 〜 KAVB0551-E

設定した拡張属性の数が 100 件を超えています。
（S）
再度，設定を待ちます。
（O）
任意の拡張属性の数を 100 件以内にして，再設定し
てください。

KAVB0531-I
Are you sure to require re-execution?
再実行要求を行います。よろしいですか？

（S）
処理を打ち切ります。
（O）
画面名の［更新］ボタンを押して，最新のアクション
の状態を確認してください。

KAVB0540-E
The rule cannot be specified for the action.
アクションにルールは指定できません
「<RULE>」はルール起動要求用のアクションのため，「ア
クション指定域」に手動で指定できません。

選択した自動アクションへの再実行要求を行ってよいかの
確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，再実行要求を行います。［い
いえ］ボタンを押すと，再実行要求を行いません。

（S）
再度入力を待ちます。
（O）
入力項目を正しく設定してください。

KAVB0532-I

KAVB0541-E

The list of action results was updated.
更新しました
アクション結果一覧の更新が正常に終了しました。

An attempt to start the Rule Log Details window of JP1/
IM - Rule Operation has failed.
JP1/IM - Rule Operationのルール結果詳細画面の起動に
失敗しました

KAVB0533-I

JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面の起

No action result corresponds to the update setting.
更新条件に該当するアクション結果がありません

動に失敗しました。

更新条件に該当するアクション結果がありません。
以下の原因が考えられます。
• 更新条件に合うアクション結果がない
• アクション情報ファイルの情報が上書きされた
（O）
更新条件を見直してください。
更新条件が正しい場合は，アクション情報ファイルの
容量を見直してください。

KAVB0535-I
キャンセル要求を行います。よろしいですか？
選択した自動アクションへのキャンセル要求を行ってよい
かの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，キャンセル要求を行います。
［いいえ］ボタンを押すと，キャンセル要求を行いま
せん。

（S）
JP1/IM - Rule Operation の［ルール結果詳細］画面
の起動を打ち切ります。
（O）
再度実行してください。それでも同じメッセージが出
力される場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

KAVB0551-E
The number of accumulated response-waiting events on
the manager exceeded the maximum (2000).
マネージャーで滞留している応答待ちイベントが上限
2000件を超えました
マネージャーで滞留している応答待ちイベントが上限を超
えたため，マネージャーで滞留している最も古い応答待ち
イベントの滞留が解除されました。
（S）
処理を続行します。
（O）

KAVB0536-I
アクションが再実行できる状態にありません。画面名で更
新ボタンを押して状態を確認してください
アクションの再実行要求後，更新ボタンを押す前に再度ア
クションの再実行を要求しました。または，アクション情
報ファイルにそのアクションのデータが存在しないため，
アクションの再実行ができません。

マネージャーの統合トレースログを確認し，応答待ち
イベントの滞留が解除されたことを示すメッセージ
KAVB1801-E の対処方法に従って対処してください。
対処が完了した場合，［イベントコンソール］画面で
滞留状態監視を通知復帰し，再度上限を超えた場合に
滞留状態が通知されるようにしてください。
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KAVB0552-I 〜 KAVB0555-E

KAVB0552-I

応答待ちイベントを発行した PP から不正なデータを
受信しました
次の資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。
• 応答待ちイベントを発行した製品の資料
• JP1/IM - Manager の資料（資料採取ツールに

The response was successful.
応答に成功しました
応答処理が成功しました。
（ S）

よる採取）

応答処理を終了し，［応答入力］画面を更新します。

KAVB0553-Q
A response will now be executed. Is this OK?
応答します。よろしいですか？
応答してよいかの確認です。
（O）
［はい］をクリックすると，応答します。［いいえ］を
クリックすると，応答しません。

要因に応答待ちイベントを発行した製品のメッセージ
が出力されている場合
要因に表示される応答待ちイベントを発行した製
品のメッセージの対処方法に従い対処してくださ
い。
Server is busy.
サーバが処理中です
接続先のサーバが処理中のため，要求が受け付け
られませんでした。しばらく待ってから再実行し
てください。

KAVB0554-E

There is no valid receiver for the response.

An attempt to respond failed.
(reason = 要因)
応答に失敗しました
要因:要因

応答対象が見つかりません
応答待ちイベントを発行した製品の環境が不正の
ため，処理を実行できませんでした。応答待ちイ
ベントを発行した製品の環境を見直してくださ
い。

応答処理が失敗しました。

上記以外の要因
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

（ S）
応答処理を打ち切ります。

KAVB0555-E

（O）
表示される要因に従って次の点を確認してください。
Fail to connect server.
サーバへの接続に失敗しました
応答待ちイベントを発行したサーバの JP1/Base
に接続できませんでした。応答待ちイベントを発
行したサーバの JP1/Base が起動されていないお
それがあります。応答待ちイベントを発行した
サーバの状態を確認してください。また，通信障
害が発生しているおそれがあります。応答待ちイ
ベントを発行したサーバとの接続状態を確認して
ください。
Connection has timed out.
接続がタイムアウトしました
応答待ちイベントを発行したサーバまたはネット
ワークの負荷が高い状態のため，タイムアウトが
発生しました。しばらく待ってから再実行してく
ださい。このメッセージが頻繁に出る場合は，応
答待ちイベントに対する応答または状態確認のタ
イムアウト時間の設定を見直してください。
Socket error occurred.
データの送受信に失敗しました
通信障害が発生しています。応答待ちイベントを
発行したサーバとのネットワークの状態を確認し
てください。
Invalid data was received from the program product
that sent the response-waiting event.
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An attempt to check the status failed.
(reason = 要因)
状態確認に失敗しました
要因:要因
応答待ちイベントに対応する応答先の状態確認が失敗しま
した。
（S）
［応答入力］画面の表示を打ち切ります。
（O）
表示される要因に従って次の点を確認してください。
Fail to connect server.
サーバへの接続に失敗しました
応答待ちイベントを発行したサーバの JP1/Base
に接続できませんでした。応答待ちイベントを発
行したサーバの JP1/Base が起動されていないお
それがあります。応答待ちイベントを発行した
サーバの状態を確認してください。また，通信障
害が発生しているおそれがあります。応答待ちイ
ベントを発行したサーバとの接続状態を確認して
ください。
Connection has timed out.
接続がタイムアウトしました
応答待ちイベントを発行したサーバまたはネット
ワークの負荷が高い状態のため，タイムアウトが

KAVB0556-I 〜 KAVB0560-E

発生しました。しばらく待ってから再実行してく
ださい。このメッセージが頻繁に出る場合は，応
答待ちイベントに対する応答または状態確認のタ
イムアウト時間の設定を見直してください。
Socket error occurred.
データの送受信に失敗しました
通信障害が発生しています。応答待ちイベントを
発行したサーバとのネットワークの状態を確認し
てください。
Invalid data was received from the program product
that sent the response-waiting event.
応答待ちイベントを発行した PP から不正なデータを
受信しました
次の資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。
• 応答待ちイベントを発行した製品の資料
• JP1/IM - Manager の資料（資料採取ツールに
よる採取）

待ちイベント滞留ファイルに存在しません。
（S）
処理を中断します。
（O）
イベント検索を行い，対象の応答待ちイベントの状態
を確認してください。
イベント検索を行っても対象の応答待ちイベントが表
示されない場合は，応答待ちイベントがイベントデー
タベースにも存在しません。この場合は，JP1/IM View から操作できません。JP1/IM - View から操作
できなくなった応答待ちイベントに応答したい場合
は，応答待ちイベントの発行元で対処してください。

KAVB0558-E
Failed to obtain the selected response-waiting event.
Cannot continue processing.
応答待ちイベントの取得に失敗しました。処理を続行でき
ません

要因に応答待ちイベントを発行した製品のメッセージ
が出力されている場合
要因に表示される応答待ちイベントを発行した製
品のメッセージの対処方法に従い対処してくださ
い。

（S）

Server is busy.

（O）

サーバが処理中です
接続先のサーバが処理中のため，要求が受け付け
られませんでした。しばらく待ってから再実行し
てください。
There is no valid receiver for the response.
応答対象が見つかりません
応答待ちイベントを発行した製品の環境が不正の
ため，処理を実行できませんでした。応答待ちイ
ベントを発行した製品の環境を見直してくださ
い。
上記以外の要因
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB0556-I

応答待ちイベントの取得に失敗しました。

処理を中断します。

マネージャーの統合トレースログを確認し，イベント
コンソールサービスのエラーメッセージ
（KAVB0001 〜 KAVB2000 のエラーメッセージ）が
出力されているか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0559-Q

The response cannot be accepted.
応答を受けられない状態です

The selected events will now be released from the
hold-and-accumulate state. Is this OK?
選択中のイベントを滞留解除します。よろしいですか？

応答先が応答を受けられない状態のため，応答しませんで
した。

選択中のイベントの滞留を解除してよいかの確認です。

（S ）
応答処理を終了し，［応答入力］画面を更新します。

KAVB0557-E
The selected response-waiting event does not exist in the
file for accumulated response-waiting events.
選択中の応答待ちイベントの応答待ちイベント滞留ファイ
ルに存在しません
選択中の応答待ちイベントの滞留が解除されたため，応答

（O）
［はい］をクリックすると，選択中のイベントの滞留
を解除します。［いいえ］をクリックすると，選択中
のイベントの滞留を解除しません。

KAVB0560-E
An attempt to release an event from the
hold-and-accumulate state has failed.
滞留解除に失敗しました
滞留解除に失敗しました。
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KAVB0561-E 〜 KAVB0601-E

（ S）
滞留解除処理を打ち切ります。
（O）
マネージャーの統合トレースログを確認し，イベント
コンソールサービスのエラーメッセージ
（KAVB0001 〜 KAVB2000 のエラーメッセージ）が
出力されているか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

問題解決後，応答待ちイベントを手動で削除する場合
は，次の手順で操作してください。
1. 応答に成功した応答待ちイベントの対処状況を
「対処済」にする。
2. 応答に成功した応答待ちイベントを［応答待ちイ
ベント］ページで滞留解除する。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0561-E
The operation (操作) cannot be performed because
response-waiting event management function is
disabled.
応答待ちイベント管理機能が無効のため，操作できません
応答待ちイベント管理機能が無効のため，操作できませ
ん。
（ S）
操作を中断します。
（O）
応答待ちイベントを使用する場合は，jcoimdef コ
マンドを使用して応答待ちイベント管理機能を有効に
設定した上で JP1/IM - View を再起動してください。
応答待ちイベントを使用しない場合は，JP1/IM View を再起動してください。

KAVB0562-E
A response was successful, but an attempt to release a
response-waiting event from the hold-and-accumulate
state has failed.
応答に成功しましたが，応答待ちイベントの滞留解除に失
敗しました
応答待ちイベントの応答に成功しましたが，応答待ちイベ
ント滞留ファイルから応答待ちイベントを削除する際にエ
ラーが発生したため，応答待ちイベントを滞留解除できま
せんでした。
（ S）
応答処理を打ち切ります。
（O）
マネージャーの統合トレースログを確認し，イベント
コンソールサービスのエラーメッセージ
（KAVB0001 〜 KAVB2000 のエラーメッセージ）が
出力されているか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
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KAVB0563-E
The response and the release from the
hold-and-accumulate state of the response-waiting event
were successful, but an attempt to change the action
status failed.
応答および応答待ちイベントの滞留解除に成功しました
が，対処状況の変更に失敗しました
応答待ちイベントの応答に成功し，応答待ちイベントの滞
留解除に成功しましたが，対処状況の変更に失敗しまし
た。
（S）
応答処理を打ち切ります。
（O）
マネージャーの統合トレースログを確認し，イベント
コンソールサービスのエラーメッセージ
（KAVB0001 〜 KAVB2000 のエラーメッセージ）が
出力されているか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
問題解決後，応答待ちイベントの対処状況を手動で変
更する場合は，次の手順で操作してください。
1. 応答に成功した応答待ちイベントを検索する。
2. 検索した応答待ちイベントの対処状況を「対処済」
に変更する。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB0601-E
System error occurred in analyzing the definition.
定義情報の解析中にシステムエラーが発生しました
定義情報の解析処理中に予期できない障害を検出しまし
た。
（S）

KAVB0602-E 〜 KAVB0653-W

処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0602-E
Memory shortage occurred in analyzing the definition.
定義情報の解析中にメモリー不足が発生しました

KAVB0624-W
A failure occurred in obtaining the application(アプリ
ケーション実行ID) 出力先 result .
Details: 詳細情報
アプリケーション（アプリケーション実行ID）出力先結果
取得中に障害が発生しました
詳細情報：詳細情報
アプリケーション実行結果の取得処理中に，何らかの障害
が発生しました。

定義情報の解析処理中にメモリー不足が発生しました。
（S ）

（S）
アプリケーションの実行結果取得を打ち切ります。

処理を打ち切ります。
（O）
十分なメモリーを確保した後，再度実行してくださ
い。

KAVB0611-E
Failed to execute the application.
Command name :実行コマンド
Details:詳細情報
アプリケーションの実行に失敗しました
実行コマンド：実行コマンド
詳細情報：詳細情報

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB0651-W
The block (識別子) is multiply specified. The newer block
is effective. (定義ファイル名:行番号)
ブロック（識別子）が重複して指定されています，新しい
ブロックを有効にします（定義ファイル名:行番号）
同じ識別子を定義したブロックが複数定義されています。
（S）

アプリケーション実行中に，何らかの障害が発生しまし
た。
（S ）
アプリケーションの実行を打ち切ります。
（O）
定義ファイルに指定した実行パス名およびアクセス権
が正しく設定されているか確認してから，再度実行し
てください。

KAVB0612-E
Failed to execute the application due to error in
command line specifications.
Command Name : 実行コマンド
コマンドラインに誤りがあるためアプリケーションの実行
に失敗しました
実行コマンド：実行コマンド

以前に定義されたブロックを無効に，新しいブロック
を有効にして，解析処理を続行します。
（O）
識別子の指定を確認してから，再度実行してくださ
い。

KAVB0652-W
An invalid descriptor (識別子) is specified. 処理内容 (定義
ファイル名:行番号)
不正な識別子（識別子）が指定されています，処理内容
（定義ファイル名:行番号）
不正な識別子が指定されています。要因として次のどちら
かが考えられます。
• システムで登録済みの識別子が指定されている。
"default_browser", "root"
• 識別子が指定されていない。

コマンドライン生成中に何らかの障害が発生しました。
（S ）
アプリケーションの実行を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

（S）
処理内容を実行し，解析処理を続行します。
（O）
識別子の指定を確認してから，再度実行してくださ
い。

KAVB0653-W
An invalid path name (パス名) is specified. 処理内容 (定義
ファイル名:行番号)
不正なパス名（パス名）が指定されています，処理内容
（定義ファイル名:行番号）
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指定したパス名がない，またはファイルではありません。
（ S）
処理内容を実行し，解析処理を続行します。
（O）
パス名の指定を確認してから，再度実行してくださ
い。

KAVB0654-W
Failed to convert the registry definition (レジストリー定
義). 処理内容 (定義ファイル名:行番号)
レジストリー定義（レジストリー定義）の変換に失敗しま
した，処理内容（定義ファイル名:行番号）

デフォルトの WWW ブラウザーが登録されていません。
（S）
デフォルトの WWW ブラウザーの定義を無効にして，
解析処理を続行します。
（O）
拡張子（html）に WWW ブラウザーを割り当ててか
ら，再度実行してください。

KAVB0658-W
Failed to read the image file.
イメージファイルの読み込みに失敗しました
イメージファイルの読み込みに失敗しました。

レジストリーの変換に失敗しました。
（ S）
処理内容を実行し，解析処理を続行します。
（O）
レジストリーの指定を確認してから，再度実行してく
ださい。

KAVB0655-W
The descriptor(識別子) specified is not defined. 処理内容
(定義ファイル名:行番号)
指定された識別子（識別子）は定義されていません，処理
内容（定義ファイル名:行番号）

（S）
イメージを表示せず処理を続行します。
（O）
定義ファイルに指定したイメージファイル名を確認し
てから，再実行してください。

KAVB0680-I
JP1/IM - Incident Masterのインシデント登録画面を起動
しました。イベントDB内通し番号:イベントDB内通し番
号
JP1/IM - Incident Master のインシデント登録画面を起動
しました。

指定された識別子が定義されていません。
（ S）
処理内容を実行し，解析処理を続行します。
（O）
アプリケーション定義ファイル，または機能メニュー
定義ファイルのブロック定義を確認してから，再度実
行してください。

KAVB0656-W
The application execution definition is not specified for
the block (識別子). 処理内容 (定義ファイル名:行番号)
ブロック（識別子）にアプリケーション実行定義が指定さ
れていません，処理内容（定義ファイル名:行番号）
指定された定義ブロックに，アプリケーション実行定義が
指定されていません。
（ S）
定義ブロックを無効にして，解析処理を続行します。
（O）
定義ブロックに，アプリケーション実行定義を指定し
てから，再度実行してください。

KAVB0681-E
JP1/IM - Incident Masterのインシデント登録画面が起動
できませんでした。イベントDB内通し番号:イベントDB
内通し番号 要因:要因
JP1/IM - Incident Master のインシデント登録画面の起動
に失敗しました。
（S）
JP1/IM - Incident Master のインシデント登録画面の
起動を打ち切ります。
（O）
要因に「URL が不正です」と表示された場合は，イ
ンシデント手動登録定義ファイルに記載された JP1/
IM - Incident Master の URL が正しいか，確認して
ください。間違っている場合は，修正してください。
要因に「ブラウザが起動できません」が表示された場
合は，OS の HTML ファイルに関連づけられている
アプリケーションの設定を見直してください。
その他の要因の場合は資料採取ツールを使用して資料
採取し，管理者に連絡してください。

KAVB0657-W

KAVB0801-E

The default browser is not registered.
デフォルトブラウザーが登録されていません

The option (オプション) is invalid.
オプション（オプション）は無効です
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無効なオプションが指定されています。
（S ）
処理を終了します。
（O）

KAVB0806-E
The maximum number of serial numbers in the event DB
is 10. (Option : オプション)
オプション（オプション）で指定できるイベントDB内通
し番号は最大10個までです

オプションを正しく指定し直してください。
オプションで指定したイベント DB 内通し番号が 10 個を

KAVB0802-E

超えています。

An essential option (オプション) is not specified.
必須オプション（オプション）が指定されていません

（S）

必須オプションが指定されていません。

（O）

（S ）
処理を終了します。
（O）
オプションを正しく指定し直してください。

KAVB0803-E
The option (オプション) is duplicated.
オプション（オプション）が重複しています
オプションが重複して指定されています。
（S ）
処理を終了します。
（O）
オプションを正しく指定し直してください。

KAVB0804-E
The argument of the option (オプション) is insufficient.
オプション（オプション）の引数が不足しています
オプションの引数が不足しています。

処理を終了します。

指定したイベント DB 内通し番号を 10 個以下にして
ください。

KAVB0810-E
Specify an argument (引数値) after the option (オプショ
ン).
オプション（オプション）のあとに引数値を指定してくだ
さい
表示されたオプションのあとに引数値が指定されていない
ため，実行できません。
（S）
処理を終了します。
（O）
表示されたオプションの後に，引数値を指定してくだ
さい。

KAVB0811-E
When you specify a password, specify a host_name and a
user_name.
パスワードを指定する場合は，ホスト名とユーザー名を指
定してください

（S ）
処理を終了します。
（O）
指定した引数を見直してください。

パスワードを指定する場合は，ホスト名とユーザー名も指
定する必要があります。
（S）
処理を終了します。

KAVB0805-E
The argument value (引数) of the option (オプション) is
invalid.
オプション（オプション）の引数値（引数）が不正です

（O）
パスワードを指定する場合は，ホスト名とユーザー名
も指定してください。

KAVB0821-E
オプションの引数値が正しくありません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
オプションの指定値を正しく指定し直してください。

The manager does not have the specified event. (Serial
number: イベントDB内通し番号)
The corresponding status of following events could not be
changed.
指定されたイベント（イベントDB内通し番号：イベント
DB内通し番号）がマネージャーにありません。
このイベント以降のイベントでは対処状況を変更できませ
んでした
指定したイベントがマネージャーにありません。このイベ
ント以降のイベントの対処状況を変更しません。
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（ S）
処理を終了します。

KAVB0822-E
The event status of the specified event (Serial number :
イベントDB内通し番号) could not be changed.
The corresponding status of following events could not be
changed.
指定されたイベント（イベントDB内通し番号：イベント
DB内通し番号）の対処状況をマネージャーに反映できま
せんでした。
このイベント以降のイベントでは対処状況を変更できませ
んでした
指定したイベントの対処状況をマネージャーに反映できま
せんでした。このイベント以降のイベントの対処状況は変
更しません。
（ S）
処理を終了します。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動していなかった場合は，イベントサービス起動
後，再度実行してください。

KAVB0823-E
The specified key (キー値) is invalid. Check the specified
value.
指定したキー値（キー値）が誤っています。指定値を確認
してください

KAVB0825-E
A memory shortage occurred during execution of the
command. (コマンド名)
コマンド（コマンド名）を実行中にメモリー不足が発生し
ました
コマンド実行中にメモリー不足が発生しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
コマンドが実行できるようメモリーを確保した後，再
度解析処理を実行してください。

KAVB0826-E
An exception occurred while the log output was being
prepared.
コマンドの起動中にシステムエラーが発生しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
標準エラー出力に出力されたトレース情報の採取，お
よび，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。

KAVB0827-E
An exception occurred while an error message was being
created.
エラーメッセージ作成中に例外が発生しました

指定したキー値が誤っています。
（ S）
処理を終了します。
（O）
キー値を正しく指定してください。

KAVB0824-E

エラーメッセージの作成中に予期しない例外が発生しまし
た。
（S）
処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

The specified event is not an updateable event. (Serial
number :イベントDB内通し番号)
This command will now stop.
指定したイベント（イベントDB内通し番号：イベントDB
内通し番号）は更新できないイベントです。処理を中止し
ます

Memory became insufficient during execution of JP1/IM
- View.
JP1/IM - Viewの起動中にメモリー不足が発生しました

更新できないイベントが指定されています。

JP1/IM - View の起動中にメモリー不足が発生したため，

（ S）
処理を終了します。
（O）
イベント DB 内通し番号の指定を見直してください。

KAVB0828-E

起動できませんでした。
（S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - View が起動できるようメモリーを確保した
後，再度 JP1/IM - View を起動してください。

594

KAVB0830-E 〜 KAVB0836-I

KAVB0830-E

1. ほかのアプリケーションが .system ファイルを使

An invalid logical host name (論理ホスト名) is specified.
不適切な論理ホスト名（論理ホスト名）が指定されていま
す

用していないか。
2. .system ファイルを読み込みできるか。

指定した論理ホスト名が不正です。
（S ）
処理を終了します。
（O）
正しい論理ホスト名を指定して，再度実行してくださ
い。

KAVB0831-E

上記 1 および 2 が要因でない場合，system.conf ファイ
ルの内容が壊れているおそれがあるため，
system.conf.model ファイルで system.conf ファイ
ルを上書きして，設定情報を初期状態に戻した後，システ
ム環境を再設定してください。

KAVB0834-E
An attempt to move the event acquisition filter has
failed.
イベント取得フィルタの移行に失敗しました

JP1/IM - Central Console has started.
JP1/IM - Central Consoleが起動しています

次の要因で，イベント取得フィルターの移行ができません
でした。
1. ほかのアプリケーションが receive_filter.conf

JP1/IM - Manager が起動しているため，コマンドが実行

ファイルを使用している。
2. receive_filter.conf ファイルへの書き込みができ

できません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager を停止して，再度実行してくださ
い。

KAVB0832-E
Common definition information setting has failed.
共通定義情報の設定に失敗しました
共通定義情報の設定に失敗しました。
（S ）

ない。
3. ディスク空き容量が不足している。
（S）
処理を終了します。
（O）
次の確認をしてから，再度実行してください。
1. ほかのアプリケーションが
receive_filter.conf ファイルを使用していな
いか。
2. receive_filter.conf ファイルへの書き込みが
できるか。
3. イベント取得フィルターの移行に十分なディスク
空き容量があるか。

処理を終了します。
（O）
再度実行してください。再度実行してもエラーになる
場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管
理者に連絡してください。

KAVB0833-E
An attempt to read the event acquisition settings in the
system profile has failed.
システムプロファイル内のイベント取得条件設定の読み込
みに失敗しました

KAVB0835-E
Only one jcochafmode command can be executed at one
time.
jcochafmodeコマンドは複数同時に実行できません
jcochafmode コマンドを実行中です。
（S）
処理を終了します。
（O）
実行中の jcochafmode コマンド処理の終了後に，

次の要因で，システムプロファイル内のイベント取得条件
設定の読み込みができませんでした。
1. ほかのアプリケーションが .system ファイルを使用し
ている。
2. .system ファイルの読み込みができない。
3. system.conf ファイルの内容が壊れている。
（S ）
処理を終了します。
（O）

再度実行してください。

KAVB0836-I
The event acquisition filter was switched from
interchangeability to the ordinary mode.
イベント取得フィルタを互換から通常モードに切り替えま
した
イベント取得フィルターを互換モードから通常モードに切
り替えました。

次の確認をしてから，再度実行してください。
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（ S）
処理を継続します。

KAVB0837-E
The start of JP1/IM - Central Console was not able to be
confirmed. Please confirm whether JP1/IM - Central
Console has stopped and execute the command again.
JP1/IM - Central Consoleの起動状態を確認できませんで
した。JP1/IM - Central Consoleが停止しているか確認し
て再度コマンドを実行してください。
JP1/IM - Manager の起動状態を確認できませんでした。
（ S）
処理を終了します。
（O）

KAVB0840-E
A system error occurred while executing the command (
コマンド名).
Details:(詳細情報)
コマンド（コマンド名）を実行中にシステムエラーが発生
しました。
詳細コード：（詳細情報）
コマンド実行中にシステムエラーが発生しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

jco_spmd_status コマンドで JP1/IM - Manager

KAVB0841-E

の停止を確認して，再度実行してください。
論理ホストを指定している場合，論理ホストの共有
ディスクがマウントされていることを確認してくださ
い。

No executing permission.
実行権限がありません

KAVB0838-E
The settings for common definition information are
incorrect. Key:(キー値) param:(取得値)
共通定義情報の設定が正しくありません。キー値：（キー
値）取得値：（取得値）
共通定義情報に設定されている値が不正です。
（ S）
処理を終了します。
（O）
バックアップファイルからキー値に対応するファイル
を取り出して，jbssetcnf コマンドで共通定義を再
設定してください。

KAVB0839-E
Failed to read common definition information. Key:(キー
値)
共通定義情報の読み込みに失敗しました。キー値：（キー
値）
共通定義情報の読み込みに失敗しました。
（ S）
処理を終了します。
（O）
バックアップファイルからキー値に対応するファイル
を取り出して，jbssetcnf コマンドで共通定義を再
設定してください。

コマンドを実行する権限がありません。
（S）
処理を終了します。
（O）
Administrators などの実行権限を持ったユーザーで
ログインし直して，再度実行してください。

KAVB0842-E
Setting information in the system profile is invalid.
Details:(詳細コード)
システムプロファイルの設定情報が不正です。
詳細コード：（詳細コード）
システムプロファイルの設定情報が不正です。
（S）
処理を終了します。
（O）
.system.model ファイルで .system ファイルを上
書きして設定情報を初期状態に戻した後，システム環
境を再設定してください。

KAVB0851-E
JP1/IM-Central Console is not running.
JP1/IM-Central Consoleが起動していません。
JP1/IM - Manager が起動していないため，切り替えが実
行できません。
（S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager の起動を確認し，再度実行してく
ださい。
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KAVB0852-E

KAVB0856-I

The startup status of JP1/IM-Central Console could not
be checked.
JP1/IM-Central Consoleの起動状態が確認できませんで
した。

The list of event acquisition filters will now be displayed.
(host name: ホスト名)
イベント取得フィルター一覧を表示します。ホスト名：ホ
スト名

JP1/IM - Manager の起動状態が確認できないため，切り

イベント取得フィルター一覧表示の実行開始メッセージで
す。

替えが実行できません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager の起動を確認し，再度実行してく
ださい。

KAVB0853-E
The event acquisition filter is operating in a compatible
mode
イベント取得フィルターが互換モードで動作しています。

（S）
処理を継続します。

KAVB0857-I
A connection to JP1/IM-Central Console has been
established.
JP1/IM-Central Consoleに接続しました
JP1/IM - Manager に接続しました。
（S）
処理を継続します。

イベント取得フィルターが互換モードで動作しているた
め，切り替えが実行できません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
イベント取得フィルターのモードを確認し，再度実行
してください。

KAVB0854-E
The specified filter does not exist.(filterID:フィルターID)
指定されたフィルターは存在しません。フィルターID：
フィルターID
引数で指定されたフィルター ID を持つフィルター条件が
存在しないため，切り替えが実行できません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
イベント取得フィルターの一覧を表示し，指定した
ID のフィルターが存在するか確認してから再度実行
してください。

KAVB0855-I
The aquisition filter in hostname will now be
switched.(filterID:フィルターID)
ホスト名のイベント取得フィルターを切り替えます。フィ
ルターID：フィルターID
イベント取得フィルター切り替え実行の開始メッセージで
す。
（S ）
処理を継続します。

KAVB0858-I
The event acquisition filter was switched successfully.
イベント取得フィルターの切り替えに成功しました
イベント取得フィルター切り替え処理の正常終了メッセー
ジです。
（S）
処理を継続します。

KAVB0859-E
An attempt to switch the event acquisition filter has
failed. (service = 制御)
制御のイベント取得フィルターの切り替えに失敗しました
表示された制御のイベント取得フィルターの切り替えに失
敗しました。
（S）
ほかの制御に対するイベント取得フィルターの切り替
え処理を続行します。
（O）
表示された制御が起動しているか確認してください。
起動している場合，統合トレースログを確認してエ
ラーメッセージが出力されていないか確認してくださ
い。エラーメッセージが出力されている場合，そのエ
ラーメッセージの対処方法に従って対処してくださ
い。出力されていない場合は資料採取ツールを使用し
て資料採取し，管理者に連絡してください。

KAVB0860-I
Switching of the event acquisition filter was successful.
(service = 制御)
制御のイベント取得フィルターの切り替えに成功しました
表示された制御のイベント取得フィルターを切り替えまし
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た。

KAVB0866-E

KAVB0861-I

A common exclusion condition ID is duplicated.
共通除外条件群IDが重複しています

Switching of the event acquisition filter has finished.
イベント取得フィルターの切り替えが完了しました

指定された共通除外条件群 ID が重複しています。

イベント取得フィルターの切り替えが完了しました。

（S）
処理を終了します。

KAVB0862-E
An attempt to switch the event acquisition filter has
failed.
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（ S）
イベント取得フィルターの切り替え処理を打ち切りま
す。
（O）
表示された制御が起動しているか確認してください。
起動している場合，統合トレースログを確認してエ
ラーメッセージが出力されていないか確認してくださ
い。エラーメッセージが出力されている場合，そのエ
ラーメッセージの対処方法に従って対処してくださ
い。出力されていない場合は資料採取ツールを使用し
て資料採取し，管理者に連絡してください。

KAVB0863-E
The specified common exclusion condition does not exist.
(common exclusion condition ID = 共通除外条件群ID)
指定された共通除外条件は存在しません。共通除外条件群
ID：共通除外条件群ID

（O）
指定している共通除外条件群の ID が重複しているの
で，指定を見直してください。

KAVB0868-I
All common exclusion conditions will now be enabled.
すべての共通除外条件を有効にします
設定されているすべての共通除外条件群 ID を有効に設定
します。
（S）
処理を続行します。

KAVB0869-I
All common exclusion conditions will now be disabled.
すべての共通除外条件を無効にします
設定されているすべての共通除外条件群 ID を無効に設定
します。
（S）
処理を続行します。

KAVB0870-E
引数で指定された共通除外条件群 ID を持つ共通除外条件
が存在しないため，切り替えが実行できません。
（ S）
処理を終了します。
（O）
イベント取得フィルターおよび共通除外条件の一覧を
表示し，指定した ID の共通除外条件が存在するか確
認してから再度実行してください。

KAVB0864-I
The common exclusion condition will now be enabled.
(common exclusion condition ID = 共通除外条件群ID[,共
通除外条件群ID...])
共通除外条件を有効にします。共通除外条件群ID：共通
除外条件群ID[,共通除外条件群ID...]
共通除外条件を有効にします。
（ S）
処理を続行します。

The common exclusion conditions could not be set
because the maximum length of the event acquisition
filter (65536 bytes) was exceeded.
イベント取得フィルターの最大長を超えたため，共通除外
条件を設定できませんでした。最大長:(65536byte)
イベント取得フィルターに設定できる最大長を超えていま
す。
（S）
処理を終了します。
（O）
イベント取得フィルターまたは共通除外条件の条件を
最大長に収まる範囲で再設定してください。

KAVB0871-E
The common exclusion condition does not exist.
共通除外条件は存在しません
共通除外条件が存在しないため，共通除外条件の有効・無
効を切り替える処理を終了しました。
（S）
処理を終了します。
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（O）
共通除外条件の一覧を表示し，共通除外条件が存在す
るかを確認してから再度実行してください。

KAVB0872-E
The JP1/Base instance on the manager host does not
support the common exclusion condition.
マネージャーホストのJP1/Baseが共通除外条件に対応し
ていません
マネージャーホストの JP1/Base が 08-50 以降ではないた
め，共通除外条件に対応していません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
マネージャーホストの JP1/Base のバージョンを確認
してください。共通除外条件を設定する場合は，
08-50 以降の JP1/Base がインストールされている必
要があります。

KAVB1002-I
The command (コマンド名) terminates normally.
コマンド（コマンド名）が正常終了しました

KAVB1010-E
Extra arguments(識別子) are specified.
過剰な引数（識別子）が指定されています
コマンドに余分な引数が指定されています。
（S）
コマンドの実行を中止します。
（O）
コマンドの使用方法を確認して，再度入力してくださ
い。

KAVB1011-E
Arguments are missing.
引数が不足しています
コマンドに指定する引数が不足しています。
（S）
コマンドの実行を中止します。
（O）
コマンドの使用方法を確認して，再度入力してくださ
い。

KAVB1101-E
コマンドが正常終了しました。

KAVB1003-I
The command (コマンド名) terminates abnormally.
コマンド（コマンド名）が異常終了しました
コマンドが異常終了しました。

KAVB1004-E
System error occurred in executing the command (コマン
ド名).
コマンド（コマンド名）を実行中にシステムエラーが発生
しました
コマンド実行中にシステムエラーが発生しました。

System error occurred in analyzing the definition file.
定義ファイル解析中にシステムエラーが発生しました
定義ファイル解析中にシステムエラーが発生しました。
（S）
定義ファイルの解析を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1102-E
Memory shortage occurred in analyzing the definition
file.
定義ファイル解析中にメモリー不足が発生しました

（S ）
コマンドの実行を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1005-I

定義ファイル解析中にメモリー不足が発生しました。
（S）
定義ファイルの解析を中止します。
（O）
解析処理ができるようメモリーを確保した後，再度解
析処理を実行してください。

The command (コマンド名) has started.
コマンド（コマンド名）を開始しました

KAVB1111-E

コマンドを開始しました。

An I/O error occurred in analyzing the file (ファイル名).
ファイル（ファイル名）を解析中に入出力エラーが発生し
ました
定義ファイル解析中に入出力エラーが発生しました。

599

KAVB1112-E 〜 KAVB1118-W

（ S）
定義ファイルの解析を中止します。または入出力エ
ラーが発生したファイルの解析を中止して処理を続行
します。
（O）
エンコードファイル内の値が正しく設定されているか
確認してください。または，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1112-E
Cannot access the directory (ディレクトリ名).
ディレクトリ（ディレクトリ名）にアクセスできません
ディレクトリがないか，ファイル名が指定されています。
またはディレクトリに対するアクセス権がありません。
（ S）
ディレクトリに対する解析を中止します。
（O）
ディレクトリを正しく指定し直してください。

KAVB1113-W
Cannot access the file (ファイル名).
ファイル（ファイル名）にアクセスできません
ファイルがないか，ディレクトリ名が指定されています。
またはファイルに対するアクセス権がありません。
（ S）
ファイル名で指定されたファイルに対する解析を中止
し，他ファイルの処理を続行します。
（O）
ファイルを正しく指定し直してください。

KAVB1114-W
The block is constructed incorrectly. 処理内容, Cause 原因
情報 (ファイル名:行数)
ブロックが正しく構成されていません，処理内容, 原因:原
因情報（ファイル名:行数）
定義ファイル内のブロックが正しく構成されていないた
め，処理内容を実行します。
（ S）
指定したファイルに対する解析を中止し，他ファイル
の処理を続行します。
（O）
原因情報に従って，ブロックを正しく構成してくださ
い。

KAVB1115-W
The record is constructed incorrectly. 処理内容, Cause 原
因情報 (ファイル名:行数)
レコードが正しく構成されていません，処理内容，原因:
原因情報（ファイル名:行数）
定義ファイル内のレコードが正しく構成されていないた
め，処理内容を実行します。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
原因情報に従って，レコードを正しく構成してくださ
い。

KAVB1116-W
Mandatory parameters(識別子) are not specified. 処理内
容, (ファイル名:行数)
必須パラメーター（識別子）が指定されていません，処理
内容,（ファイル名:行数）
定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，必須
パラメーターが指定されていないため，処理内容を実行し
ます。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
不足しているパラメーターを定義してください。

KAVB1117-W
Extra parameters (識別子) are specified. 処理内容:(ファ
イル名:行数)
過剰なパラメーター（識別子）が指定されています，処理
内容（ファイル名:行数）
定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，余分
なパラメーターが指定されているため，処理内容に示す処
理を実行します。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
余分なパラメーターを削除してください。

KAVB1118-W
Undefined parameters(識別子) are specified. 処理内容:(
ファイル名:行数)
未定義のパラメーター（識別子）が指定されています，処
理内容（ファイル名:行数）
定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，未定
義のパラメーターが指定されているため，処理内容に示す
処理を実行します。
（S）
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処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
JP1/IM のバージョンを確認し，そのバージョンでサ
ポートされている内容で定義し直してください。

KAVB1119-W
Invalid value (識別子) is specified. 処理内容:(ファイル名:
行数)
不正な値（識別子）が指定されています，処理内容（ファ
イル名:行数）
定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，不正
な値が指定されているため，処理内容に示す処理を実行し
ます。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。

KAVB1200-E
Communication error occurred in establishing the
connection.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
接続中に通信エラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。

（O）
正しい値に定義し直してください。

KAVB1120-W
The value(識別子) is duplicated. 処理内容 (ファイル名:行
数)
値（識別子）が重複しています，処理内容（ファイル名:
行数）
定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，すで
に定義されている値が指定されているため，処理内容に示
す処理を実行します。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。

KAVB1201-E
Communication error occurred in receiving data.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
受信中に通信エラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
通信中に受信処理が失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
再度，操作してください。

（O）
すでに定義されている値か，現在の定義を変更してく
ださい。

KAVB1121-W
"識別子1" and "識別子2" cannot be specified at the same
time. 処理内容: (ファイル名:行数)
"識別子1"と"識別子2"は同時に指定できません，処理内容
（ファイル名:行数）

KAVB1202-E
Communication error occurred in sending data.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
送信中に通信エラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
通信中に送信処理が失敗しました。

定義ファイル内または定義ファイルのレコード内に，同時
に指定できない値が指定されているため，処理内容に示す
処理を実行します。
（S）
処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
識別子 1 または識別子 2 を削除してください。

（S）
処理を中断します。
（O）
再度，操作してください。

KAVB1203-E
Communication error occurred during communication.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
通信中に通信エラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
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通信中にエラーが発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
再度，操作してください。

KAVB1204-E
An error occurred in the communication processing.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
通信処理中にエラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報

KAVB1207-E
An error occurred in the communication processing on
the server side.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
サーバ側通信処理でエラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
サーバ側で通信処理中にエラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
• jcochstat コマンドの使用時にこのメッセージが表
示された場合
jcochstat コマンドは，JP1/IM - Central Console

ビューアー側で通信処理中にエラーが発生しました。
（ S）

（Satellite Console）06-00 に対しては使用できま

処理を中断します。

せん。指定した JP1/IM - Central Console
（Satellite Console）のバージョンを確認してくだ

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1205-E
Timeout occurred in the server processing.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
サーバ側処理がタイムアウトしました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
サーバ側処理でタイムアウトになりました。
（ S）

さい。
• 上記以外の場合
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。

KAVB1208-E
An error occurred in communication processing.
Details:詳細情報
通信処理中にエラーが発生しました
詳細情報:詳細情報
サーバ側で通信処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。
（O）

（S）
処理を中断します。

通信タイムアウト時間の設定を見直してください。
（O）

KAVB1206-E
An error occurred in starting the server.
Host name: ホスト名, Port number: ポート番号
Details: 詳細情報
サーバ起動中にエラーが発生しました
ホスト名:ホスト名, ポート番号:ポート番号
詳細情報:詳細情報
サーバ起動に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
ネットワーク管理者に連絡してください。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1209-E
An error occurred in the server side communication
processing.
Details:詳細情報
サーバ側通信処理でエラーが発生しました
詳細情報:詳細情報
サーバ側で通信処理中にエラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
• JP1/IM - Console View 06-51 のログイン時にこの
メッセージが表示された場合
JP1/IM - Console View 06-51 は，JP1/IM - Central
Console（Satellite Console）06-00 と接続できま
せん。指定した JP1/IM - Central Console
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（Satellite Console）のバージョンを確認してくだ
さい。
• 上記以外の場合
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。

KAVB1210-E
A communication error occurred while establishing a
connection.
Cannot convert the host name into an IP address.
Confirm the host name.
Host name:ホスト名, Port number:ポート番号
Details:詳細情報
接続中に通信エラーが発生しました。
ホスト名をIPアドレスに変換できません。
ホスト名を確認してください
ホスト名：ホスト名, ポート番号：ポート番号
詳細情報：詳細情報
接続中に通信エラーが発生しました。
（S ）

処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1402-W
Failed in the output of a log file. (ファイル名)
ログファイル（ファイル名）の出力に失敗しました
ディスク I/O が多発していることなどの要因で，ログファ
イルの出力に失敗しました。
（S）
処理を続行します。出力に失敗したログは再度出力処
理を行います。
（O）
連続してログファイルを出力するときは，ログファイ
ルを格納しているディスクの容量が不足していないか
を確認してください。不足している場合，ログファイ
ルの格納に十分なディスク容量を確保してください。

処理を続行します。
（O）
DNS 環境で運用している場合は DNS の設定を確認
してください。
hosts ファイルで運用している場合は hosts ファイ
ルの設定を確認してください。

KAVB1211-W
The port number of the サービス名 service could not be
acquired.
The default port number ポート番号 will be used now and
the system will run.
Confirm the setting.
サービス名サービスのポート番号を取得できませんでし
た。
ポートポート番号番(デフォルト)を使用し起動します。
設定を確認してください
JP1/IM 起動時に，ポート番号の取得に失敗しました。
（S ）
デフォルトのポート番号を使用し，処理を続行しま
す。
（O）
ポート番号の設定を見直してください。

KAVB1401-E
Failed to build a message due to an exception (例外クラ
ス名).
例外（例外クラス名）が発生しましたが，メッセージの構
築に失敗しました
例外が発生しましたが，メッセージの構築に失敗しまし
た。

KAVB1403-W
Deleted the log which failed to output to a log file. (ファ
イル名)
ログファイル（ファイル名）への出力に失敗したログを削
除しました
ログファイル出力処理に失敗したログを削除しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
ログファイルを格納しているディスクの容量が不足し
ていないかを確認してください。不足している場合，
ログファイルの格納に十分なディスク容量を確保して
ください。

KAVB1501-E
Cannot execute the request. Invalid data is included in
the request to the server.
Server name=サーバ名
Request to server=サーバへの要求
サーバへの要求に不正な情報が含まれていたため，処理を
実行できませんでした
サーバ名＝サーバ名
サーバへの要求＝サーバへの要求
サーバへの要求に不正な情報が含まれていました。
（S）
処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。

（S ）
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KAVB1502-E 〜 KAVB1509-E

KAVB1502-E

KAVB1506-E

System error occurred in the server.
Server name=サーバ名
サーバでシステムエラーが発生しました
サーバ名=サーバ名

Cannot find the file in the server.
Server name=サーバ名
File name=ファイル名
サーバでファイルを見つけることができませんでした
サーバ名＝サーバ名
ファイル名＝ファイル名

システムエラーが発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

マネージャーで障害が発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
システム管理者に連絡してください。

KAVB1503-E
Memory shortage occurred in the server.
Server name=サーバ名
サーバでメモリー不足が発生しました
サーバ名=サーバ名
サーバでメモリーが不足しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
マネージャー側のマシンで，使用していないアプリ
ケーションを終了してください。

KAVB1504-E
An error occurred in the communication between the
server and Event Service.
Server name=サーバ名
サーバとイベントサービス間の通信でエラーが発生しまし
た
サーバ名=サーバ名

KAVB1507-E
The object on the server is not in the state to be able to
accept the request.
Server name=サーバ名
Object=オブジェクト
Status=ステータス
Request=要求
サーバ上のオブジェクトが要求を受け付けられる状態では
ありません
サーバ名＝サーバ名
オブジェクト＝オブジェクト
ステータス＝ステータス
要求＝要求
サーバへの要求が受け付けられる状態ではありません。
（S）
処理を中断します。
（O）
時間をおいて再度実行してください。

KAVB1509-E
次の要因が考えられます。
• マネージャーが起動されていない。
• イベントサービスが起動されていない。
• 処理要求の負荷が一時的に高くなっている。
（ S）
処理を中断します。
（O）
要因に従って対処してください。
• マネージャーが起動されているか確認してくださ
い。
• イベントサービスが起動されているか確認してくだ
さい。
• リトライしてください。何度リトライしても成功し
ない場合は，ビューアーを再起動してリトライして
ください。
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Failed to communicate with the server.
Server name=サーバ名
サーバとの通信に失敗しました
サーバ名＝サーバ名
次の要因が考えられます。
• マネージャーが起動されていない。
• イベントサービスが起動されていない。
• 処理要求の負荷が一時的に高くなっている。
（S）
処理を中断します。
（O）
要因に従って対処してください。
• マネージャーが起動されているか確認してくださ
い。
• イベントサービスが起動されているか確認してくだ
さい。
• リトライしてください。何度リトライしても成功し
ない場合は，ビューアーを再起動してリトライして
ください。

KAVB1510-E 〜 KAVB1515-E

KAVB1510-E

KAVB1513-W

Failure either in the file or network I/O on the server.
Server name=サーバ名
サーバでファイル又はネットワークでの入出力に失敗しま
した
サーバ名＝サーバ名

Cannot display some event（S）.
There were no events to obtain from the event buffer on
the connecting host.
All the events except the above will be displayed.
To search for an event which was not displayed, specify
the search conditions
in the event search condition settings dialog as follows:
(1) In "Search host", specify the name of the connecting
host.
(2) In "Registered timeframe", specify the times when the
events before and after this event were registered.
Check to see if the following conditions are met when this
event appears frequently.
(1) The "Interval" value that was set for "Automatic
refresh" in the Preferences window is too long.
(2) The "Num. of events to acquire at update" value that
was set in the Preferences window is too small.
(3) The "Event buffer" value for the Manager that was set
in the System Environment Settings window is too small.
表示できなかったイベントがあります。
表示できなかったイベントを確認するには，［イベント検
索条件設定］画面を表示し，以下の検索条件を指定してく
ださい。
（１） 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る
（２） 登録時刻として，このイベントの前又は後に表示
されているイベントの登録時刻を指定する
このイベントが頻繁に表示される場合は，以下の条件に該
当していないか確認し，必要があれば設定値を見直してく
ださい。
（１）［ユーザー環境設定］画面で設定されている，「表
示内容の自動更新」の「更新間隔」の設定値が長い
（２）［ユーザー環境設定］画面で設定されている，「更
新時のイベント取得件数」の設定値が小さい
（３）［システム環境設定］画面で設定されている，マ
ネージャーの「イベントバッファー」の設定値が小さい

マネージャーで障害が発生しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
マネージャーの統合トレースログを確認し，イベント
コンソールサービスのエラーメッセージ
（KAVB0001 〜 KAVB2000 のエラーメッセージ）が
出力されているか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1512-E
System error occurred.
システムエラーが発生しました
システムエラーが発生しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
システム管理者に連絡してください。

取得しようとしたイベント（隠しイベントも含む）がすで
に接続ホストのイベントバッファーになかったため，イベ
ントを表示できませんでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
このイベントが頻繁に表示される場合，以下の条件が
該当しないか設定を見直してください。
(1) ［ユーザー環境設定］画面で設定されている，「表
示内容の自動更新」の「更新間隔」の設定値が長い。
(2) ［ユーザー環境設定］画面で設定されている，「更
新時のイベント取得件数」の設定値が小さい。
(3) ［システム環境設定］画面で設定されている，マ
ネージャーの「イベントバッファー」の設定値が小さ
い。

KAVB1515-E
Failed to obtain the information about the event selected.
Cannot continue processing.
選択中のイベントに関する情報の取得に失敗しました。処
理を続行できません
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KAVB1516-W 〜 KAVB1522-E

選択中のイベント情報を，イベントサービスから取得でき
ませんでした。
（ S）
処理を中断します。
（O）
選択したイベントの内容，スクロールバッファー上の
位置，イベントサービスが起動しているか，または選
択していたイベントがイベントデータベース上にある
か確認してください。

KAVB1516-W
An error occurred in acquiring an event from the event
service.
Cannot recover the error after attempting the number of
retries specified in the system profile.
No more events will be displayed from now on due to this
error. Please check if the event service is running or not.
If not, recover the error by re-executing the manager
after starting the event service.
イベントサービスからイベントを取得するときにエラーが
発生しました。
システムプロファイルに指定された回数リトライしました
が，回復しません。
このため，以降のイベントは表示されません。
イベントサービスが起動しているか確認してください。
起動していない場合は，イベントサービス起動後，マネー
ジャーを再起動して，回復してください
イベントサービスからイベントを取得するときにエラーが
発生しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動していない場合は，イベントサービス起動後，マ
ネージャーを再起動して，回復してください。
イベント検索実行後にこのメッセージが［イベントコ
ンソール］画面の［イベント検索］ページに表示され
た場合は，検索ホスト名が正しいかどうか確認してく
ださい。
マネージャー上で接続ホスト名および検索ホスト名
が，アドレス解決できるようにしてください。

KAVB1517-I
Started the manager.
マネージャーを起動しました
マネージャーを起動しました。

KAVB1518-I
Stopped the manager.
マネージャーを停止しました
マネージャーを停止しました。

606

KAVB1519-I
Stopping the manager because a termination request
was received.
終了要求を受信したため，マネージャーを停止します
終了要求を受信したため，マネージャーを停止しました。

KAVB1520-E
Stopping the manager because an interruption.
Details:詳細情報
割り込みが発生しました。マネージャーを停止します
詳細情報：詳細情報
マネージャーで障害が発生しました。
（S）
マネージャーを停止します。
（O）
システム管理者に連絡してください。

KAVB1521-E
Stopping the manager because an error occurred.
Details:詳細情報
エラーが発生しました。マネージャーを停止します
詳細情報：詳細情報
マネージャーで障害が発生しました。
（S）
マネージャーを停止します。
（O）
システム管理者に連絡してください。

KAVB1522-E
JP1/Base Event Service could not be connected so no
further events will be displayed.
イベントサービスとの接続が確立できません。
このため，以降のイベントは表示されません
マネージャーとイベントサービスとの接続が確立できませ
ん。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動していない場合は，イベントサービス起動後，マ
ネージャーを再起動して，回復してください。
イベント検索実行後にこのメッセージが出力された場
合は，検索ホスト名が正しいかどうか確認してくださ
い。

KAVB1523-E 〜 KAVB1529-E

KAVB1523-E
Some of the events selected no longer exist in the event
DB on the Manager host.
So, their event attributes have not been changed.
選択中のイベントがマネージャーにありません。
対処などの属性を変更できなかったイベントがあります
対処状況の変更，または削除の実行時に選択していたイベ
ントがイベントデータベース上にありません。このため，
イベント属性を更新できませんでした。このような現象
は，マネージャー上のイベントデータベースの容量を超え
て新しいイベントが到着しているか，イベントデータベー
スを削除した場合に発生します。
（S ）
操作したイベントコンソール上の表示を更新し，処理
を続行します。

KAVB1524-E
Could not apply the changes in the selected JP1 event
attributes to the event DB on the Manager host.
対処などの操作で選択していたイベントをマネージャーに
反映できませんでした
JP1/Base のイベントサービスとの通信に失敗していま
す。

ています。
（S）
処理を終了します。
（O）
イベント DB 内通し番号の指定を見直してください。

KAVB1527-E
A condition that cannot be received by the search host is
included.
検索ホストで受け付けられない条件が含まれています
バージョン 06-00 以前のイベントサービスに対して，イ
ベントサービスがサポートしていない，次のどちらかの検
索条件を指定してイベント検索を実行しています。
• 「を含む」または「を含まない」を指定している
• 複数の対処状況を同時に指定している
または，バージョン 06-51 以前のイベントサービスに対
して，イベントサービスがサポートしていない「正規表
現」を指定しています。
（S）
［イベント検索条件設定］画面を閉じ，［イベントコン
ソール］画面に戻ります。
（O）

（S ）
処理を続行します。
（O）
JP1/Base のイベントサービスが起動されているか確
認し，起動していない場合は再起動後に再度操作して
ください。

KAVB1525-E
An internal definition file is invalid. (詳細情報)
内部定義ファイルが正しく定義されていません (詳細情報
)
内部定義ファイルの定義内容が正しくありません。
（S ）
JP1/IM - Manager と JP1/IM - View の処理を終了し
ます。また，jcochstat コマンドの処理を終了しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1526-E
The specified event cannot change the corresponding
conditions. Confirm the specified number of the serial
number in the event DB.
指定したイベントは対処状況を変更できません。イベント
DB内通し番号の指定値を確認してください

• 「と一致する」「と一致しない」「から始まる」のど
れかを指定して検索を再度実行してください。
• 対処状況を一つだけ指定して再度実行してくださ
い。

KAVB1528-E
The specified value of a definition setting is out of range.
(設定項目:設定値)
設定項目の設定値（設定値）が範囲外です
設定値が範囲外です。
（S）
設定値を丸めて動作します。
（O）
設定値を見直してください。

KAVB1529-E
The value of a common definition setting is out of range.
(ラベル:設定値)
共通定義（ラベル）の設定値（設定値）が範囲外です
設定値が範囲外です。
（S）
設定値を無視し，デフォルト値で動作します。
（O）
設定値を見直してください。

更新できないイベントのイベント DB 内通し番号を指定し
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KAVB1531-E 〜 KAVB1558-E

KAVB1531-E

KAVB1552-E

定義ファイル is corrupt.
filename: ファイル名
定義ファイルが壊れています
ファイル：ファイル名

An attempt to read the event-information mapping
definition failed.
イベント情報マッピング定義の読み込みに失敗しました
マッピング定義ファイルの読み込みに失敗しました。

定義ファイルが壊れているため，定義ファイルの読み込み
に失敗しました。
（ S）
処理を終了します。
（O）
ファイル名に表示された定義ファイルのバックアップ
から定義ファイルをリストアし，JP1/IM - Manager
を再起動してください。定義ファイルをバックアップ
していない場合は，定義ファイルごとに次を実施して
ください。
• イベント取得フィルター定義ファイルの場合，次の
方法でイベント取得フィルター定義ファイルをコ
ピーしてください。そのあと，JP1/IM - Manager
を再起動しイベント取得フィルターの定義を設定し
直してください。
Windows の場合：
copy Console パス
¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
nf.model
Console パス

（S）
デフォルトのマッピング定義を使用して，処理を続行
します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1554-E
A nonnumeric attribute value (属性値) cannot be mapped
to a time-related display item (属性名).
時刻に関する表示項目（属性名）に数値以外の属性値（属
性値）をマッピングすることはできません
時刻に関する表示項目に，数値（UTC 1970 年 1 月 1 日
00:00:00 からの秒数）以外の値が指定されています。
（S）
この時刻に関する表示項目へのマッピングを無視し，
マッピング処理を続行します。
（O）

¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
nf

時刻に関する表示項目には，数値（0 〜

UNIX の場合：

2038 年 1 月 19 日 03:14:07）を指定してください。

cp -p /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter/receive_filter.conf.model
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter/
receive_filter.conf
• そのほかの定義ファイルの場合，定義ファイルを削
除したあとに JP1/IM - Manager を再起動してくだ

2,147,483,647 = UTC 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 〜

KAVB1556-E
During mapping of event information, a system error
occurred.
イベント情報マッピング中にシステムエラーが発生しまし
た

さい。

KAVB1551-E
An attempt to save the event-information mapping
definition failed.
イベント情報マッピング定義の保存に失敗しました

マッピングの処理中に，予期できない障害を検出しまし
た。
（S）
処理を終了します。
（O）

マッピング定義ファイルの書き込みに失敗しました。
（ S）
マッピング定義の保存を打ち切り，処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1558-E
An attempt to update the notification status has failed.
(function ID = ID, detailed code = コード)
通知状態の更新に失敗しました。 機能ID:ID 詳細コード:
コード
通知状態の更新に失敗しました。
（S）
通知状態の更新処理を中断します。
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KAVB1571-I 〜 KAVB1576-E

（O）
同じメッセージが何度も表示される場合は，資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1571-I
A connection request from JP1/IM-Console View V6 (6i)
was refused.
JP1/IM - Console View V6(6i)からの接続要求を拒否しま
した
JP1/IM - Console View V6 (6i) からの接続を拒否する設定
が有効になっているため，接続を拒否しました。

KAVB1572-I
A connection request from jcochstat was refused.
jcochstatコマンドからの接続要求を拒否しました
jcochstat コマンドからの接続を拒否する設定が有効に
なっているため，接続を拒否しました。

イベント取得条件の設定を無効として，処理を続行し
ます。
（O）
イベント取得フィルターを設定する場合は，バージョ
ン 07-10 以降の JP1/IM - View を使用してください。

KAVB1575-W
The filter setting from JP1/IM - View was discarded,
because a severe event definitions that uses OR is
specified in JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleに論理和を使用した重要イベン
ト定義が設定されているため，JP1/IM - Viewからの重要
イベント定義の設定を破棄しました
JP1/IM - Manager に論理輪を使用した重要イベント定義
が設定されているため，07-00 以前のバージョンの JP1/
IM - View からの重要イベント定義の設定を破棄しまし
た。
（S）

KAVB1573-W
The filter setting from JP1/IM - View was discarded,
because an event receiver filter that uses OR is specified
in JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleに論理和を使用したユーザー
フィルターが設定されているため，JP1/IM - Viewからの
ユーザーフィルターの設定を破棄しました

重要イベント定義の設定を無効として，処理を続行し
ます。
（O）
論理和を使用した重要イベント定義が設定されている
JP1/IM - Manager に対して重要イベント定義を設定
する場合は，バージョン 07-10 以降の JP1/IM - View
を使用してください。

JP1/IM - Manager に論理和を使用したユーザーフィル
ターが設定されているため，07-00 以前のバージョンの
JP1/IM - View からのユーザーフィルターの設定を破棄し
ました。
（S ）
ユーザーフィルターの設定を無効として，処理を続行
します。
（O）
論理和を使用したユーザーフィルターが設定されてい
る JP1/IM - Manager に対してユーザーフィルターを
設定する場合は，バージョン 07-10 以降の JP1/IM View を使用してください。

KAVB1574-W
The event acquisition settings in the system
environment settings were discarded, because the
version of JP1/IM - View currently in use is version 07-00
or earlier.
使用しているJP1/IM - Viewのバージョンがバージョン
07-00以前であるため，システム環境設定の設定項目の
内，イベント取得条件の設定は有効になりません

KAVB1576-E
The filtering process for severe event definitions has
failed. (Serial number: イベントDB内通し番号, Event ID:
イベントID)
重要イベント定義のフィルタリング処理を行えませんでし
た（イベントDB内通し番号：イベントDB内通し番号，イ
ベントID：イベントID）
重要イベント定義が取得できないため，重要イベント定義
のフィルタリング処理に失敗しました。重要イベント定義
のフィルタリング処理に失敗したイベントは，重要イベン
ト定義に合致していても［イベントコンソール］画面の
［重要イベント］ページに表示されません。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

使用している JP1/IM - View のバージョンがバージョン
07-00 以前であるため，システム環境設定のイベント取得
条件の設定は無効です。イベント取得条件の設定を参照お
よび使用はできません。
（S）
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KAVB1577-I 〜 KAVB1582-E

KAVB1577-I
A status operation was performed. (user who performed
the operation = JP1ユーザー, event ID = イベントID,
status before operation = 対処前状況, status after
operation = 対処後状況)
対処状況の操作が行われました(操作ユーザー:JP1ユー
ザー,イベントID:イベントID,対処前状況:対処前状況,対処
後状況:対処後状況)

対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf）に無効な値が設定されている
ため，デフォルト値である「対処状況イベント
（00003F11）を発行しない」を仮定して処理を継続しま
す。
（S）
デフォルト値である「対処状況イベント（00003F11）
を発行しない」を仮定して処理を継続します。

対処状況の操作が行なわれました。
（ S）
処理を続行します。

（O）
定義ファイルが正しく設定されているか確認し，
JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAVB1578-E

KAVB1580-I

An attempt to read the status event definition file
(processupdate.conf) has failed. The default value
will be used. (reason = 要因)
対処状況イベント定義ファイル(processupdate.conf)
の読み込みに失敗しました。デフォルト値を使用します。
要因:要因

A JP1 event (イベントID) was issued.
JP1イベント(イベントID)を発行しました
JP1 イベントを発行しました。
（S）
処理を継続します。

対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf）の読み込みに失敗しました。
デフォルト値である「対処状況イベント（00003F11）を
発行しない」を仮定して処理を継続します。
（ S）
デフォルト値である「対処状況イベント（00003F11）
を発行しない」を仮定して処理を継続します。

KAVB1581-E
Information necessary for the status event (イベントID)
could not be acquired from the event DB. (reason = 要因)
対処状況イベント(イベントID)に必要な情報をイベント
データベースから取得できませんでした。要因:要因
対処状況イベント（00003F11）に必要な情報をイベント
DB から取得できなかったため，対処状況イベント

（O）

（00003F11）が発行できませんでした。

• 要因に「ファイルが存在しません」が表示された場
合。
対処状況イベント定義ファイルのモデルファイル
（processupdate.conf.model）を

（S）

processupdate.conf の名称でコピーし，必要

（O）

に応じて定義を変更して JP1/IM - Manager を再起

JP1/Base のイベントサービスが起動しているか確認

動してください。
ファイルが存在する場合は，アクセス権が正しく設
定されているか確認し，JP1/IM - Manager を再起

し，起動していない場合は起動してください。
JP1/Base のイベントサービスが起動している場合

動してください。
• 要因に「ファイル入出力エラーが発生しました」が
表示された場合。
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。
• 要因に上記以外が表示された場合。
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。

KAVB1579-E
There is an error in the status event definition file
(processupdate.conf). The default value will be used.
(line 行番号 = 詳細情報)
対処状況イベント定義ファイル(processupdate.conf)
にエラーがあります。デフォルト値を使用します (行番号
行目):詳細情報

610

処理を継続します。

は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB1582-E
A JP1 event (イベントID) could not be issued. (reason = 要
因)
JP1イベント(イベントID)が発行できませんでした。要因:
要因
JP1 イベントが発行できませんでした。
（S）
JP1 イベントの発行を中止します。
（O）
JP1/Base のイベントサービスが起動しているか確認
し，起動していない場合は起動してください。
JP1/Base のイベントサービスが起動している場合

KAVB1583-W 〜 KAVB1586-W

は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

（S）
処理を続行します。

KAVB1583-W

KAVB1586-W

The filter setting (フィルター) from JP1/IM - View was
discarded because the filter setting (フィルター) that
uses the exclusion condition is specified in JP1/IM Central Console.
JP1/IM - Central Consoleに除外条件を使用したフィル
ターが設定されているため，JP1/IM - Viewからのフィル
ターの設定を破棄しました

An error occurred while reading a guide information file.
(ファイル名)
Line: 行番号
Guide information: タグ名
Details: 要因コード
ガイド情報ファイル(ファイル名)の読み込み中にエラーが
発生しました
行番号:行番号
ガイド情報:タグ名
要因:要因コード

JP1/IM - Manager に除外条件を使用したフィルターが設
定されているため，JP1/IM - View からの設定を破棄しま
した。
（S ）
JP1/IM - View からの設定を無効として，処理を続行
します。
（O）
除外条件を指定したフィルターが設定されている
JP1/IM - Manager に対して設定を行う場合は，
08-50 以降の JP1/IM - View を使用してください。

イベントガイド情報ファイル，または，イベントガイド
メッセージファイルの記述に誤りがありました。
（S）
処理を続行します。
（O）
次の要因コードに従って，ファイル名の記述誤り（行
番号）を修正し，JP1/IM - Manager を再起動，また
はリロード（jco_spmd_reload コマンドを実行）

KAVB1584-W
The setting of the event acquisition filter from JP1/IM View was discarded because the event acquisition filter
setting that uses the common exclusion condition is
specified in JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleに共通除外条件を使用したイベ
ント取得フィルターが設定されているため，JP1/IM Viewからのイベント取得フィルターの設定を破棄しまし
た
JP1/IM - Manager に共通除外条件を使用したフィルター
が設定されているため，JP1/IM - View からの設定を破棄
しました。
（S）

してください。
• 要因コード：000
説明：その他のエラー
対処：システム管理者に連絡してください。
• 要因コード：001
説明：未サポート構文がありました。[END] まで
無視します。[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ]
以外のタグが記述された場合，出力されます。
対処：該当する個所を修正してください。
• 要因コード：002
説明：未サポート構文がありました。この行は無視
します。
対処：該当する個所を修正してください。
• 要因コード：101

JP1/IM - View からの設定を無効として，処理を続行

説明：DESC_VERSION が複数指定されています。

します。

この DESC_VERSION は無視します。

（O）
共通除外条件を指定したフィルターが設定されている
JP1/IM - Manager に対して設定を行う場合は，
08-50 以降の JP1/IM - View を使用してください。

KAVB1585-I
Reading of the guide information file has finished. (ファ
イル名)
Number of guide information items: ガイド情報数
ガイド情報ファイル(ファイル名)の読み込みを終了しまし
た
ガイド情報数:ガイド情報数
イベントガイド情報ファイル（ファイル名）から，イベン
トガイド情報件数件のイベントガイド情報を読み込みまし
た。

対処：DESC_VERSION は一つだけ指定してくださ
い。
• 要因コード：201
説明：[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] タグの
指定が不正です。イベントガイド番号が 1 〜 9999
の数字で指定されていません。このイベントガイド
情報は無視します。
対処：イベントガイド番号を 1 〜 9999 の数字に変
更してください。
• 要因コード：202
説明：[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] タグが
複数存在します。このイベントガイド情報は無視し
ます。
対処：[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] タグが
イベントガイド情報ファイル内で一意になるように
指定してください。
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KAVB1587-E 〜 KAVB1588-I

• 要因コード：203
説明：イベントガイド情報の定義数が最大値を超え
ています。このイベントガイド情報以降は，無視し
ます。
対処：定義数が最大値を超えないよう設定し直して
ください。
• 要因コード：204

• 要因コード：501
説明：EV_FILE 属性が複数指定されています。こ
の EV_FILE 属性は無視します。
対処：EV_FILE 属性は一つだけ指定してください。
• 要因コード：502
説明：イベントガイドメッセージファイル名が最大
値を超えています。この EV_FILE 属性は無視しま

説明：[END] で閉じていません。これ以降のイベ

す。
対処：イベントガイドメッセージファイル名の長さ
を最大値までにしてください。

ントガイド情報は無視します。
対処：[EV_GUIDE_ イベントガイド番号 ] は
[END] で閉じてください。
• 要因コード：205
説明：EV_GUIDE, EV_FILE の指定がありません。
対処：EV_GUIDE, EV_FILE でイベントガイドメッ
セージを指定してください。
• 要因コード：301
説明：EV_COMP の定義数が最大値を超えています。
この比較条件は無視します。
対処：定義数が最大値を超えないように設定し直し
てください。
• 要因コード：302
説明：EV_COMP 属性値が不正です。属性名 : 属性
値のフォーマットで記述されていません。
対処：属性名 : 属性値のフォーマットで記述してく
ださい。
• 要因コード：303
説明：EV_COMP が指定されていません。このイベ
ントガイド情報を無効にします。
対処：EV_COMP を指定してください。
• 要因コード：304
説明：比較条件の正規表現が不正です。
対処：比較条件の正規表現を修正してください。
• 要因コード：305
説明：属性名の先頭が，「B.」または「E.」になっ
ていません。
対処：属性名は，「B.」で始まる JP1 イベントの基
本属性，または「E.」で始まる JP1 イベントの拡
張属性を指定してください。
• 要因コード：401
説明：EV_GUIDE 属性が複数指定されています。
この EV_GUIDE 属性は無視します。
対処：EV_GUIDE 属性は一つだけ指定してくださ

KAVB1587-E
An error occurred while reading a guide information file.
(ファイル名)
Details: 要因コード
ガイド情報ファイル(ファイル名)の読み込み中にエラーが
発生しました
要因:要因コード
イベントガイド情報ファイル，または，イベントメッセー
ジファイルの読み込み中にエラーが発生しました。
（S）
ファイル名の読み込み処理を打ち切り，処理を続行し
ます。
（O）
次の要因コードに従って，ファイル名の格納場所やア
クセス権を確認してから，JP1/IM - Manager を再起
動，またはリロード（jco_spmd_reload コマンド
を実行）してください。
• 要因コード：000
説明：その他のエラー
• 要因コード：001
説明：ファイルが開けません。
• 要因コード：002
説明：ファイルサイズが最大値より大きくなってい
ます。
対処：ファイルサイズを最大値以内にしてくださ
い。
• 要因コード：003
説明：I/O エラーが発生しました。
• 要因コード：004
説明：サポートしていないファイルバージョンで
す。
対処：07-51 では 1 を指定してください。

い。
• 要因コード：402
説明：イベントガイドメッセージ長が最大値を超え
ています。
対処：イベントガイドメッセージの長さを最大値ま
でにしてください。
• 要因コード：403

KAVB1588-I
There is no matching guide information.
ガイド情報はありません

説明：「$」が一つしか記述されていません。
対処：「$」を指定する場合は，「¥$」と記述してく
ださい。
• 要因コード：404
説明：「¥」が一つしか記述されていません。
対処：「¥」を指定する場合は，「¥¥」と記述してく
ださい。
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イベントに対応したイベントガイド情報は，ありませんで
した。
（S）
処理を続行します。
（O）

KAVB1589-E 〜 KAVB1603-W

イベントに対応したイベントガイド情報を設定する場
合は，イベントガイド情報ファイルに，イベントガイ
ド情報を表示するための定義をしてください。

KAVB1589-E
An attempt to start the default browser has failed.
デフォルトブラウザの起動に失敗しました
デフォルトブラウザーの起動に失敗しました。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
拡張子（html）に WWW ブラウザーを割り当ててか
ら，再度実行してください。

KAVB1590-E
The definition file for manually registering incidents was
not found. The function for manually registering
incidents cannot be used.
インシデント手動登録定義ファイルが見つかりません。イ
ンシデント手動登録機能は使用できません
インシデント手動登録定義ファイルが見つかりません。イ
ンシデント手動登録機能が使用できません。
（S ）
インシデント手動登録定義ファイルの読み込み処理を
打ち切ります。
（O）
インシデント手動登録定義ファイルがある場合，イン
シデント手動登録ファイルが読み込み可能になってい
るかを確認してください。インシデント手動登録定義
ファイルがない場合，インシデント手動登録ファイル
を incident.conf.model ファイルから再作成して
ください。

KAVB1591-E
An attempt to read the definition file for manually
registering incidents has failed. The function for
manually registering incidents cannot be used. (reason =
要因 )
インシデント手動登録定義ファイルの読み込みに失敗しま
した。インシデント手動登録機能は使用できません。 要
因:要因
インシデント手動登録定義ファイルの読み込みに失敗しま
した。インシデント手動登録機能が使用できません。
（S ）
インシデント手動登録定義ファイルの読み込み処理を
打ち切ります。
（O）

KAVB1601-W
The basic definition can not be extended. (ファイル名:行
数)
基本定義は拡張できません(ファイル名:行数)
拡張属性定義ファイルでは，基本定義は拡張できません。
（S）
ブロックを無効にし，処理を続行します。
（O）
該当ブロックの拡張フラグを "false" に変更する
か，プラットフォーム名を "base" 以外に変更して
ください。

KAVB1602-W
Import definition is incorrect.
Import source:ファイル名
Import destination:ファイル名
インポート定義が不正です
インポート元ファイル:ファイル名
インポート先ファイル:ファイル名
インポートファイルがないか，ディレクトリ名が指定され
ています。またはインポートファイルに対するアクセス権
がありません。
インポート元ファイルのインポートはできません。
（S）
インポートせずに，処理を続行します。
（O）
インポートファイル名を正しく定義し直してくださ
い。または拡張しないブロックの拡張フラグを
"false" に変更してください。

KAVB1603-W
The attribute(識別子) for the attribute name is not found.
product name : プロダクト名
block type
: ブロック種別
block platform : プラットフォーム名
属性名（識別子）に対応する属性値が見つかりません
product name : プロダクト名
block type
: ブロック種別
block platform : プラットフォーム名
拡張属性定義ファイル内に，属性名に対応する属性値が記
述されていません。
（S）
レコードを無効にし，処理を続行します。
（O）
識別子に対応する属性値を定義してください。または
該当レコードを削除してください。

インシデント手動登録ファイルが読み込み可能になっ
ているかを確認してください。読み込み可能な場合，
資料採取ツールによって資料を採取し，管理者に連絡
してください。

613

KAVB1611-W 〜 KAVB1632-E

KAVB1611-W
The table version is not previously defined. 処理内容(ファ
イル名:行数)
テーブルバージョンが先に定義されていません，処理内容
(ファイル名:行数)
インターフェース定義ファイルの先頭に，テーブルバー
ジョンが定義されていないため，処理内容を実行します。
（ S）
処理内容を実行し，処理を続行します。
（O）
テーブルバージョンを定義ファイルの先頭に定義し直
してください。

KAVB1612-W
The number of defined attributes exceeds the limit (属性
名の最大定義数). The definition after this line will be
ignored. (ファイル名:行数)
属性名の定義数が制限値（属性名の最大定義数）を超えま
した，以降の定義を無効にします（ファイル名:行数）
インターフェース定義ファイルのサブキーレコード内で，
属性名の定義数が最大値を超えたため，以降の定義を無効
にします。
（ S）
最大数以降のレコードを無効にし，処理を続行しま
す。
（O）
該当定義ファイルから，余分な属性名を削除してくだ
さい。

KAVB1613-W
No definition for the value(識別子). (ファイル名)
値（識別子）に対応する定義がありません（ファイル名）
インターフェース定義ファイル内に，対応するインター
フェースレコードまたはサブキーレコードが記述されてい
ません。
（ S）
レコードを無効にし，処理を続行します。
（O）
該当定義ファイルに，インターフェースレコードまた
はサブキーレコードを記述してください。

KAVB1614-W
Invalid version (バージョン) is specified.
（PRODUCT_NAME="プロダクト名":EVENT_ID="イベ
ントID"）
不正なバージョン（バージョン）が指定されています
（PRODUCT_NAME="プロダクト名":EVENT_ID="イベ
ントID"）
インターフェース定義ファイル内で，指定したバージョン
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の値が誤っているか，前後関係が逆に記述されています。
または，同一ファイル内もしくはほかのファイル内に，同
じプロダクト名，バージョン，イベント ID を持つ定義が
すでに記述されています。
（S）
値が誤っている場合，デフォルト値で処理を続行しま
す。前後関係が逆の場合，そのまま処理を続行しま
す。定義が重複している場合は，辞書順で先に読み込
んだ定義を採用します。
（O）
該当定義ファイルの指定バージョンを正しく定義し直
してください。

KAVB1631-E
An event color scheme file was not found. (File: ファイル
名)
イベント配色ファイルが見つかりません (ファイル名:ファ
イル名)
デフォルトファイルが存在しないか，アクセス権がありま
せん。
（S）
システムが持つデフォルトの設定を使用して，処理を
続行します。JP1 ユーザーごとのファイルがないか，
アクセス権がない場合は出力せず，デフォルトファイ
ルを読みます。
（O）
ファイルの存在とアクセス権を確認してください。ア
クセス権がない場合は，付与してください。ファイル
がない場合は，再インストールしてください。再イン
ストールしてもファイル消失が発生する場合は，資料
採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡し
てください。

KAVB1632-E
An I/O error occurred during the reading of an event color
scheme file. (File: ファイル名)
イベント配色ファイルの読み込み中に入出力エラーが発生
しました (ファイル名:ファイル名)
ファイルの読み込み中に入出力エラーが発生したので，リ
トライを 3 回実行しましたが，すべて失敗しました。
（S）
JP1 ユーザーごとのファイルの読み込み時に発生し
た場合は，デフォルトファイルを読み込みます。デ
フォルトファイルの読み込み時に発生した場合は，シ
ステムが持つデフォルトの設定を使用して，処理を続
行します。
（O）
ファイルシステムに異常がないかどうかを確認してく
ださい。異常がない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1633-E 〜 KAVB1639-E

KAVB1633-E

システムプロファイルのデータに不正な値が設定されてい
ます。

A memory shortage occurred during the reading of an
event color scheme file. (File: ファイル名)
イベント配色ファイルの読み込み中にメモリ不足が発生し
ました (ファイル名:ファイル名)

（S）

ファイルの読み込み中にメモリー不足が発生しました。

（O）

（S ）
ファイルの読み込みを中断し，システムが持つデフォ
ルトの設定を使用して，処理を続行します。
（O）
サーバが動作しているマシンのメモリー使用量を確認
してください。メモリーが不足している場合は，メモ
リーを確保して再度ログインしてください。メモリー
不足が発生していない場合は，資料採取ツールで資料
を採取し，システム管理者に連絡してください。

不正な値のデータにデフォルト値を設定し，処理を継
続します。

データ値を見直し，イベントサービスを再起動してく
ださい。

KAVB1637-E
An I/O error occurred during reading of the system
profile. A retry was performed but the file could not be
read. The default values will be used. (file = ファイル名)
システムプロファイルの読み込み中に入出力エラーが発生
しました。リトライしましたが、ファイルを読み込むこと
ができませんでした。デフォルト値を使用します ファイ
ル名：ファイル名

KAVB1634-E
A system error occurred during the reading of an event
color scheme file. (File: ファイル名)
イベント配色ファイルの読み込み中にシステムエラーが発
生しました (ファイル名:ファイル名)
システムエラーが発生しました。
（S ）
ファイルの読み込みを中断し，システムが持つデフォ
ルトの設定を使用して，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1635-E
An attempt to read the system profile has failed. The
default value will be used. (cause = 要因)
システムプロファイルの読み込みに失敗しました。デフォ
ルト値で起動します。要因：要因
システムプロファイルの読み込みに失敗しました。
（S ）
システムプロファイルの読み込みを中断し，システム
が持つデフォルトの設定を使用して処理を継続しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1636-E
An invalid value is specified for data-name in the system
profile. The default value will be used. (invalid value = 不
正値,default value = デフォルト値)
システムプロファイルのデータ名に不正な値が設定されて
います。デフォルト値を使用します (不正値：不正値 ,デ
フォルト値:デフォルト値)

システムプロファイルの読み込み中に入出力エラーが発生
しました。
（S）
システムプロファイルの読み込みを中断し，システム
が持つデフォルトの設定を使用して，処理を継続しま
す。
（O）
ファイルシステムに異常がないかどうかを確認してく
ださい。異常がない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1638-E
An attempt to read the severe-event attribute-value
definition file has failed. The default settings will be
used. (cause = 要因)
重要イベント属性値定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。デフォルトの設定を使用します 要因：要因
重要イベント属性値定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
重要イベント属性値定義ファイルの読み込みを中断
し，システムが持つデフォルトの設定を使用して，処
理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1639-E
A setting in the severe-event attribute-value definition
file is invalid. The default settings will be used. (cause =
要因)
重要イベント属性値定義ファイルの設定が不正です。デ
フォルトの設定を使用します 要因：要因
重要イベント属性値定義ファイルのデータに不正な値が設
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KAVB1640-E 〜 KAVB1651-E

定されています。
（ S）
不正な値のデータにデフォルト値を設定し，処理を継
続します。
（O）
データ値を設定し直し，イベントサービスを再起動し
てください。

KAVB1640-E
An I/O error occurred during reading of the severe-event
attribute-value definition file. The default settings will
be used. (file = ファイル名)
重要イベント属性値定義ファイルの読み込み中に入出力エ
ラーが発生しました。デフォルトの設定を使用します。
ファイル名：ファイル名
重要イベント属性値定義ファイルの読み込み中に入出力エ
ラーが発生しました。
（ S）
重要イベント属性値定義ファイルの読み込みを中断
し，システムが持つデフォルトの設定を使用して，処
理を継続します。
（O）
ファイルシステムに異常がないかどうかを確認してく
ださい。異常がない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1647-E
An I/O error occured during reading of the user filter
definition file. A retry was performed, but the file could
not be read. Startup will use the default values.
ユーザーフィルター定義ファイルの読み込み中に入出力エ
ラーが発生しました。リトライしましたが，ファイルを読
み込むことができませんでした。デフォルト値で起動しま
す
ユーザーフィルター定義ファイルの読み込み中に入出力エ
ラーが発生しました。
（ S）
ユーザーフィルター定義ファイルの読み込みを中断
し，システムが持つデフォルトの設定を使用して，処
理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1648-E
An I/O error occurred during reading of the severe-event
filter definition file. A retry was performed, but the file
could not be read. Startup will use the default values.
重要イベントフィルター定義ファイルの読み込み中に入出
力エラーが発生しました。リトライしましたが、ファイル
を読み込むことができませんでした。デフォルト値で起動
します。
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重要イベントフィルター定義ファイルの読み込み中に入出
力エラーが発生しました。
（S）
重要イベントフィルター定義ファイルの読み込みを中
断し，システムが持つデフォルトの設定を使用して，
処理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1649-E
Binding failed for at least one IP address. (IP address of
successful bind = IPアドレス, IP address of failed bind =
IPアドレス)
一部のIPアドレスのバインドに失敗しました
成功したアドレス:IPアドレス
失敗したアドレス:IPアドレス
一部の IP アドレスがバインドできませんでした。
（S）
バインドしたソケットを使って処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1650-E
An attempt to read common definition information has
failed. Startup will use the default values. (key = キー名,
default value = デフォルト値)
共通定義情報の読み込みに失敗しました。デフォルト値で
起動します。キー名:キー名,デフォルト値:デフォルト値
共通定義情報の読み込みに失敗しました。
（S）
共通定義情報の読み込みを中断し，デフォルトの値を
使用して，処理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1651-E
An invalid value is specified for キー名 common
definition information has failed. Startup will use the
default values. (invalid data = 不正値)
共通定義情報のキー名に不正な値が設定されています。デ
フォルト値で起動します。不正値:不正値
共通定義情報のキー名に不正な値が設定されています。
（S）
共通定義情報の読み込みを中断し，キー名に対するデ
フォルト値を使用して，処理を継続します。
（O）

KAVB1652-E 〜 KAVB1658-I

キー名に対するデータ値を設定し直し，イベントサー
バを再起動してください。

KAVB1652-E
Failed to initialize the Event Console Service. The Event
Console Service terminates abnormally. Details:詳細情報
イベントコンソールサービスの初期化に失敗しました。イ
ベントコンソールサービスを異常終了します 詳細情報:詳
細情報
イベントコンソールサービスの初期化処理に失敗しまし
た。
（S ）
イベントコンソールサービスを終了します。
（O）
統合トレースログを確認し，イベントコンソールサー
ビスのエラーメッセージ（KAVB0001 〜 KAVB2000
のエラーメッセージ）が出力されているか確認してく
ださい。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

イベントコンソールサービスを終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1655-E
An error occurred during a connection request from JP1/
IM-View.
JP1/IM-Viewからの接続要求処理中にエラーが発生しまし
た
JP1/IM - View からの接続要求処理中にエラーが発生しま
した。
（S）
JP1/IM - View との接続を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1656-I
Reloading the manager because a reload request was
received.
リロード要求を受信したため，マネージャーをリロードし
ます
リロード要求を受け付けました。
（S）
リロードを開始します。

KAVB1653-E
An error occurred during communication processing of
the event console service. A retry was performed, but
recovery was not successful. Communication processing
will now be initialized.
イベントコンソールサービスの通信処理でエラーが発生し
ました。リトライ処理を行いましたが，回復しませんでし
た。通信処理を初期化します

KAVB1657-I
A 要求 request was received.
要求 の要求を受け付けました
画面で選択した要求について，接続サーバに実行を要求し
ました。
（S）

通信処理の再初期化をします。
（S ）
通信処理の再初期化をします。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB1654-E
An error occurred during re-initialization of
communication processing of the event console service.
The error prevents re-initialization from continuing.
イベントコンソールサービスの通信処理の再初期化中に続
行不能なエラーが発生しました。
イベントコンソールサービスが異常終了しました。
（S ）

処理を継続します。

KAVB1658-I
The max. number of concurrent executions which can be
processed by the server was exceeded.
Wait a while, perform 要求 again.
(max. number = 制限数)
サーバで処理できる同時実行制限数を超過しました。
時間をおいて，再度要求を行ってください
（制限数：制限数）
画面で選択した要求について，接続サーバに実行を要求し
ましたが，接続サーバでの同時実行制限数を超過していた
ため，実行されませんでした。
（S）
処理を継続します。
（O）
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KAVB1670-W 〜 KAVB1685-W

時間をおいて，再度実行してください。

KAVB1670-W
マネージャーホスト識別処理に失敗しました
イベント検索ページから対処状況の変更ができません
検索ホストとマネージャーホストの識別処理に失敗したた
め，対処状況の変更ができません。対処状況の変更ができ
るのはログインしているマネージャーホストのイベント
DB からの検索結果だけです。

KAVB1683-W
処理 is not possible during an event search.
Wait until the event search has ended.
イベント検索中は処理ができません。
イベント検索が終了するまでお待ちください
JP1/IM - Manager でイベント検索中のため処理ができま
せん。
（S）
メッセージを出力した画面を最前面に表示します。

（ S）
処理を続行しますが，イベント検索画面からの対処状
況の変更ができません。
（O）
検索ホストとの通信に問題がないか確認してから，再
度実行してください。
確認後に再度実行しても回復しない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAVB1680-Q
The event search will be canceled. Is this OK?
イベント検索をキャンセルします。よろしいですか？
イベント検索をキャンセルしてよいかの確認です。
（O）
［はい］ボタンを押すと，イベント検索をキャンセル
します。［いいえ］ボタンを押すと，イベント検索を
キャンセルしません。

KAVB1681-I
The event search was canceled.
イベント検索をキャンセルしました
イベント検索のキャンセル処理が正常に終了しました。

KAVB1682-E
An attempt to cancel the event search has failed.
イベント検索のキャンセルに失敗しました
イベント検索のキャンセルをしましたが，検索処理のキャ
ンセルに失敗しました。
（ S）
キャンセルの処理を中止します。
（O）
次のことを確認してください。
• 検索先ホストのイベントサービスが起動している
か。
• ネットワークに異常が発生していないか。
• 空きメモリー容量が十分に確保されているか。
上記について問題がない場合は，資料採取ツールで資
料を採取し，システム管理者に連絡してください。
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（O）
イベント検索をキャンセルするか，イベント検索が終
了するまでお待ちください。

KAVB1684-I
The event search has already ended.
イベント検索がすでに終了しています
イベント検索のキャンセルをしましたが，すでに検索処理
が終了していました。
（S）
キャンセル処理を終了します。

KAVB1685-W
The event acquired from the event service during the
event search will be ignored because the event contains
invalid information. (event database serial number = イ
ベントDB内通し番号, reason code = 要因コード)
イベント検索時にイベントサービスから取得したイベント
に不正な情報が含まれていました。このため取得したイベ
ントを無視します イベントDB内通し番号:イベントDB内
通し番号 要因コード:要因コード
イベント検索時にイベントサービスから取得したイベント
に不正な情報が含まれていました。このため取得したイベ
ントを無視します。
（S）
不正な情報を含むイベントを無視して処理を続行しま
す。
（O）
次の項目を確認してください。
• 要因コードが 3 の場合
イベントの到着時刻が不正です。マネージャーでシ
ステムの時刻を確認し，時刻が正しく設定されてい
るか確認してください。
• 要因コードが 4 の場合
イベントの登録時刻が不正です。イベントが登録さ
れたホストでシステムの時刻を確認し，時刻が正し
く設定されているか確認してください。
上記で問題がない場合，または上記以外の場合，資料
採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡し
てください。

KAVB1691-W 〜 KAVB1702-E

KAVB1691-W

/etc/opt/jp1cons/conf/console/
actprofile

The filter setting from JP1/IM - View was discarded
because フィルター that use the action type are specified
in JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleにアクション種別を使用した
フィルターが設定されているため，JP1/IM - Viewからの
フィルターの設定を破棄しました
JP1/IM - Manager にアクション種別を使用したフィル
ターが設定されているため，JP1/IM - View からの設定を
破棄しました。
（S ）

/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
actprofile
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

JP1/IM - View からの設定を無効として，処理を続行

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

します。

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

（O）
アクション種別を指定したフィルターが設定されてい
る JP1/IM - Manager に対して設定を行う場合は，
08-00 以降の JP1/IM - View を使用してください。

KAVB1701-E
An attempt to write data to the action profile(ファイル名
) has failed. (detailed information = 詳細情報)
アクションプロファイル(ファイル名)へのデータの書き込
みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
アクションプロファイルへのデータの書き込みに失敗しま
した。
（S ）
アクションプロファイルへのデータの書き込みを停止
し，アクションプロファイルを書き込み前の状態に回
復します。
（O）
アクションプロファイルを更新するため，［アクショ
ン設定一覧］画面を起動したあと，再度［アクション
設定一覧］画面を閉じてください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：

KAVB1702-E
An attempt to write data to the settings file(ファイル名)
for consolidated display of repeated events has failed.
(detailed information = 詳細情報))
繰り返しイベントの集約設定ファイル(ファイル名)への
データの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
繰り返しイベントの集約設定ファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。
（S）
繰り返しイベントの集約設定ファイルへのデータの書
き込みを停止し，繰り返しイベントの集約設定ファイ
ルを書き込み前の状態に回復します。
（O）
［ユーザー環境設定］画面で，繰り返しイベントの集
約表示の設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥correlation
Console パス ¥conf¥tmp

物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥actprofile

論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥correlation

Console パス ¥conf¥tmp

共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp

論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥actprofile
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：

UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/
correlation
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
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共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
correlation

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1704-E
An attempt to write data to the event acquisition filter
definition file(ファイル名) has failed. (detailed
information = 詳細情報)
イベント取得フィルター定義ファイル(ファイル名)への
データの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)

KAVB1703-E
An attempt to write data to the view filter definition file(
ファイル名) has failed. (detailed information = 詳細情報)
表示フィルター定義ファイル(ファイル名)へのデータの書
き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
表示フィルター定義ファイルへのデータの書き込みに失敗
しました。
（ S）
表示フィルター定義ファイルへのデータの書き込みを
停止し，表示フィルター定義ファイルを書き込み前の
状態に回復して，処理を続行します。
（O）
［表示フィルター設定］画面で，表示フィルターの設
定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp

イベント取得フィルター定義ファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。
（S）
イベント取得フィルター定義ファイルへのデータの書
き込みを停止し，イベント取得フィルター定義ファイ
ルを書き込み前の状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）
［システム環境設定］画面で，イベント取得フィル
ターの設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

• UNIX の場合：シスログ（syslog）
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発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1705-E
An attempt to write data to the event acquisition filter
list file(ファイル名) has failed. (detailed information = 詳
細情報)
イベント取得フィルター一覧格納ファイル(ファイル名)へ
のデータの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
イベント取得フィルター一覧格納ファイルへのデータの書
き込みに失敗しました。
（S）
イベント取得フィルター一覧格納ファイルへのデータ
の書き込みを停止し，イベント取得フィルター一覧格
納ファイルを書き込み前の状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）
［システム環境設定］画面で，イベント取得フィル
ターの設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：

KAVB1706-E
An attempt to write data to the event search filter
definition file(ファイル名) has failed. (detailed
information = 詳細情報)
イベント検索フィルター定義ファイル(ファイル名)への
データの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
イベント検索フィルター定義ファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。
（S）
イベント検索フィルター定義ファイルへのデータの書
き込みを停止し，イベント検索フィルター定義ファイ
ルを書き込み前の状態に回復して，処理を続行しま
す。
（O）
［イベント検索条件設定］画面で，イベント検索条件
の設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp

物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter

/etc/opt/jp1cons/conf/tmp

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB1707-E

KAVB1708-E

An attempt to write data to the severe event(s) filter
definition file(ファイル名) has failed. (detailed
information = 詳細情報)
重要イベントフィルター定義ファイル(ファイル名)への
データの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)

An attempt to write data to the event receiver filter
definition file(ファイル名) has failed. (detailed
information = 詳細情報)
ユーザーフィルター定義ファイル(ファイル名)へのデータ
の書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)

重要イベントフィルター定義ファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。

ユーザーフィルター定義ファイルへのデータの書き込みに
失敗しました。

（ S）

（S）

重要イベントフィルター定義ファイルへのデータの書
き込みを停止し，重要イベントフィルター定義ファイ
ルを書き込み前の状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）

ユーザーフィルター定義ファイルへのデータの書き込
みを停止し，ユーザーフィルター定義ファイルを書き
込み前の状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）

［重要イベント定義］画面で，重要イベントフィル
ターの設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：

［ユーザーフィルター設定］画面で，ユーザーフィル
ターの設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：

物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter

物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥filter

Console パス ¥conf¥tmp

Console パス ¥conf¥tmp

論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter

論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥filter

共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp

共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp

UNIX の場合：

UNIX の場合：

物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter

物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/filter

/etc/opt/jp1cons/conf/tmp

/etc/opt/jp1cons/conf/tmp

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
filter

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB1709-E

KAVB1710-E

An attempt to write data to the event-information
mapping definition file(ファイル名) has failed. (detailed
information = 詳細情報)
イベント情報マッピング定義ファイル(ファイル名)への
データの書き込みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)

An attempt to write data to the system profile(ファイル
名) has failed. (detailed information = 詳細情報)
システムプロファイル(ファイル名)へのデータの書き込み
に失敗しました (詳細情報:詳細情報)

イベント情報マッピング定義ファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。
（S ）
イベント情報マッピング定義ファイルへのデータの書
き込みを停止し，イベント情報マッピング定義ファイ
ルを書き込み前の状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）
［イベント情報マッピング定義］画面で，イベント情
報マッピング定義の設定を再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥mapping
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥mapping
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/
mapping
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
mapping

システムプロファイルへのデータの書き込みに失敗しまし
た。
（S）
システムプロファイルへのデータの書き込みを停止
し，システムプロファイルを書き込み前の状態に回復
します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）
［システム環境設定］画面で，システム環境の設定を
再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥profile
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥profile
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/
profile
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
profile
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp

共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB1711-E

KAVB1801-E

An attempt to write data to the user profile(ファイル名)
has failed. (detailed information = 詳細情報)
ユーザープロファイル(ファイル名)へのデータの書き込み
に失敗しました (詳細情報:詳細情報)

The oldest response-waiting event was released from the
hold-and-accumulate state because the maximum
number of response-waiting events that can be
accumulated was exceeded. (event ID = イベントID, host
that sent response-waiting event = ホスト名, name of
product that sent response-waiting event = プロダクト名
, response ID = 識別子, event database serial number for
response-waiting event = 通し番号)
応答待ちイベントが滞留できる件数の上限を超えたため最
も古い応答待ちイベントの滞留を解除しました。(イベン
トID:イベントID, 応答待ちイベント発行ホスト:ホスト名,
応答待ちイベント発行プロダクト名:プロダクト名, 応答対
象識別子:識別子, 応答待ちイベントのイベントDB内通し
番号:通し番号)

ユーザープロファイルへのデータの書き込みに失敗しまし
た。
（ S）
ユーザープロファイルへのデータの書き込みを停止
し，ユーザープロファイルを書き込み前の状態に回復
します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。
（O）
［ユーザー環境設定］画面で，ユーザー環境の設定を
再度行ってください
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥console¥profile
Console パス ¥conf¥tmp
論理ホスト：
共有フォルダ
¥jp1cons¥conf¥console¥profile
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp
UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/console/
profile
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/console/
profile
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

マネージャーで滞留している応答待ちイベントが上限を超
えたため，マネージャーで滞留している最も古い応答待ち
イベントの滞留が解除されました。
（S）
処理を続行します。
（O）
応答待ちイベント発行元の製品で，応答待ちイベント
の発行数の見積もりを見直してください。
応答待ちイベントが見積もり以上に出力されている場
合は，応答待ちイベント発行元の製品に問い合わせく
ださい。
また，滞留が解除された応答待ちイベントに対して応
答する場合は，［イベント検索］ページからイベント
検索を行い，対象の応答待ちイベントに対して応答し
てください。
応答待ちイベントがイベントデータベースおよび応答
待ちイベント滞留ファイルに存在しない場合は，
JP1/IM - View から応答できません。JP1/IM - View
から応答できなくなった応答待ちイベントに応答した
い場合は，応答待ちイベントの発行元で対処してくだ
さい。

KAVB1802-W
The filter setting (フィルター) from JP1/IM - View was
discarded because the filter setting (フィルター) that
uses the response-waiting event condition is specified in
JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleに応答待ちイベントを使用した
フィルターが設定されているため，JP1/IM - Viewからの
フィルターの設定を破棄しました

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

JP1/IM - Manager に応答待ちイベントを使用したフィル

• UNIX の場合：シスログ（syslog）

破棄しました。

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

ターが設定されているため，JP1/IM - View からの設定を

（S）
JP1/IM - View からの設定を無効として，処理を続行
します。
（O）
応答待ちイベントを指定したフィルターが設定されて
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KAVB1811-E 〜 KAVB1812-E

いる JP1/IM - Manager に対して設定を行う場合は，

KAVB1812-E

08-50 以降の JP1/IM - View を使用してください。

The area to be destroyed (破壊されているデータ領域) of
the file for accumulated response-waiting events has
been destroyed.
応答待ちイベント滞留ファイルの破壊されているデータ領
域が破壊されています

KAVB1811-E
An attempt to open the file for accumulated
response-waiting events has failed. (detailed information
= 詳細情報)
応答待ちイベント滞留ファイルのオープンに失敗しました
(詳細情報:詳細情報)

応答待ちイベント滞留ファイルの内容が不正のため，デー
タの読み込みに失敗しました。
（S）

応答待ちイベント滞留ファイルのオープンに失敗しまし
た。
（S ）
応答待ちイベント滞留ファイルのファイルオープンに
失敗したため，［イベントコンソール］画面の［応答
待ちイベント］ページに応答待ちイベントが表示され
ません。
また，応答待ちイベント滞留ファイルに応答待ちイベ
ントは保存されません。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，［イベント監視］ページに表示さ
れている JP1 イベント（イベント ID：00003F42）
の前または後ろに表示されているイベントの到着
時刻を指定する。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥response
論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥response
UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/response
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/response
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）

破壊されている応答待ちイベント滞留ファイルを退避
し，新規に応答待ちイベント滞留ファイルを作成しま
す。
なお，応答待ちイベント滞留ファイルの読み込みに失
敗したため，［イベントコンソール］画面の［応答待
ちイベント］ページに応答待ちイベントが表示されま
せん。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，［イベント監視］ページに表示さ
れている JP1 イベント（イベント ID：00003F42）
の前または後ろに表示されているイベントの到着
時刻を指定する。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥response
論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥response
UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/response
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/response
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB1813-E 〜 KAVB1814-E

KAVB1813-E

KAVB1814-E

The event data in the file for accumulated
response-waiting events has been destroyed. (index ID of
the event data = 応答待ちイベントデータのインデックス
ID)
応答待ちイベント滞留ファイルの応答待ちイベントデータ
が破壊されています (インデックスID:応答待ちイベント
データのインデックスID)

An attempt to read data from the file for accumulated
response-waiting events has failed. (detailed information
= 詳細情報)
応答待ちイベント滞留ファイルからのデータの読み込みに
失敗しました (詳細情報:詳細情報)

応答待ちイベント滞留ファイルの内容が不正のため，デー
タの読み込みに失敗しました。
（ S）
破壊されている応答待ちイベントデータの読み込み処
理を中止して，処理を続行します。
なお，応答待ちイベントデータの読み込みに失敗した
ため，
［イベントコンソール］画面の［応答待ちイベ
ント］ページに読み込みに失敗した応答待ちイベント
が表示されません。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，［イベント監視］ページに表示さ
れている JP1 イベント（イベント ID：00003F42）
の前または後ろに表示されているイベントの到着
時刻を指定する。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥response
論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥response
UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/response
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/response
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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応答待ちイベント滞留ファイルからのデータの読み込みに
失敗しました。
（S）
応答待ちイベント滞留ファイルの読み込みに失敗した
ため，［イベントコンソール］画面の［応答待ちイベ
ント］ページに応答待ちイベントが表示されません。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，［イベント監視］ページに表示さ
れている JP1 イベント（イベント ID：00003F42）
の前または後ろに表示されているイベントの到着
時刻を指定する。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥response
論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥response
UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/response
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/response
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB1815-E 〜 KAVB1821-E

KAVB1815-E

KAVB1816-W

An attempt to write data to the file for accumulated
response-waiting events has failed. (detailed information
= 詳細情報)
応答待ちイベント滞留ファイルへのデータの書き込みに失
敗しました (詳細情報:詳細情報)

A response-waiting event could not be displayed.
To search for the event, specify the search conditions in
the dialog box for setting the event search conditions as
follows:
(1) As the host to be searched for, specify the name of the
connected host.
(2) As the response-waiting event, specify the target
event.
(3) As the arrival timeframe, specify the times when the
events before and after this event arrived.
表示できなかった応答待ちイベントがあります。
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，［イ
ベント検索条件設定］画面を表示し，以下の検索条件を指
定してください。
（１） 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
（２） 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
（３） 到着時刻として，このJP1イベントの前又は後に表
示されているイベントの到着時刻を指定する。

応答待ちイベント滞留ファイルへのデータの書き込みに失
敗しました。
（S）
応答待ちイベント滞留ファイルへの書き込みに失敗し
たため，［イベントコンソール］画面の［応答待ちイ
ベント］ページに応答待ちイベントが表示されませ
ん。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，［イベント監視］ページに表示さ
れている JP1 イベント（イベント ID：00003F42）
の前または後ろに表示されているイベントの到着
時刻を指定する。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：

応答待ちイベント滞留ファイルからのデータの入出力に失
敗したため，応答待ちイベントページに応答待ちイベント
を表示できませんでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
表示できなかった応答待ちイベントを確認するには，
［イベント検索条件設定］画面を表示し，次の検索条
件を指定してください。
1. 検索ホスト名として，接続中のホスト名を指定す
る。
2. 応答待ちイベントとして，対象を指定する。
3. 到着時刻として，この JP1 イベントの前または後
ろに表示されているイベントの到着時刻を指定す
る。

物理ホスト：
Console パス ¥log¥response
論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥response
UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/response
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/response

KAVB1821-E
Memory shortage occurred.
メモリー不足が発生しました
メモリーが不足しました。
（S）
処理を中断します。

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

（O）
JP1/IM - Manager が動作しているマシンのメモリー
使用量を確認してください。メモリーが不足している
場合は，JP1/IM - Manager を再起動してください。
メモリー不足が発生していない場合は，資料採取ツー
ルで資料を採取し，システム管理者に連絡してくださ
い。

5.5.2

コマンド実行に関す
るメッセージ
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KAVB2002-I 〜 KAVB2024-E

（KAVB2001 〜
KAVB2999）
KAVB2002-I
Command issued to ホスト名 host was not received
within the specified time (Command : コマンド名).
ホスト名ホストに入力したコマンド名コマンドが規定時間
内に受付られませんでした。

• メッセージを出力したホスト名，IP アドレスが正
しく設定されているか。

KAVB2012-I
Received the コマンド名 command.
コマンド名コマンドを受け付けました。
コマンドを受け付けました。
（S）
処理を継続します。

入力したコマンドが規定時間内に受け付けられませんでし
た。
（ S）
入力されたコマンドの実行を継続します。
（O）
ホスト名ホストで，このメッセージを出力したホスト
の正式ホスト名を解決できない場合，このメッセージ
が出力されることがあります。ホスト名に表示される
名称には，構成定義で定義した階層のホスト名が表示
されます。
ホスト名ホストの hosts ファイルや DNS の登録，

KAVB2013-I
Terminated the コマンド名 command. pid=プロセスID
terminate code=終了コード
コマンド名のコマンドが実行終了しました。pid=プロセ
スID terminate code=終了コード
コマンド名で示されるコマンドの実行が終了しました。入
力したコマンドは Windows の場合 cmd.exe，UNIX の
場合は実行ユーザーのシェルの引数として実行します。そ
のためプロセス ID，終了コードはそれらの値が出力され
ます。

構成定義情報を確認してください。

KAVB2003-E
Cannot connect to ホスト名 host; so, the コマンド名
command cannot be executed.
ホスト名ホストに接続できないため，コマンド名コマンド
が実行できません。

KAVB2022-E
Reception of the command was rejected because it
exceeds the maximum length of 1024 bytes.
指定したコマンドの長さが上限値（1024バイト）を超え
ているため，コマンドの受け付けを拒否します。
引数を含めたコマンドの長さが，1,024 バイトを超えてい

コマンド転送先のホストに接続できないため，コマンドを
実行できません。

ます。
（S）

（ S）

コマンドを実行しません。

コマンドを実行しません。
（O）

（O）
ホスト名のホストで JP1/Base が起動しているか確認
してください。JP1/Base が起動している場合はネッ
トワークに問題がないか確認してください。

KAVB2005-E
The コマンド名 command was rejected because it could
not be relayed to the local host.
自ホストへの中継はできないため，コマンド名コマンドの
実行を拒否しました。
コマンド実行要求を出した JP1/IM のホストとコマンド転
送先ホストの IP アドレスが一致しています。

引数を含めたコマンドの長さを見直してください。

KAVB2023-E
Could not find the コマンド名 command.
該当するコマンド名コマンドがありません。
該当するコマンドがありません。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
Windows の場合は cmd.exe，UNIX の場合は実行す
るユーザーのシェルがあるか確認してください。

（ S）
コマンドを実行しません。
（O）
次のことを確認してください
• 構成定義で定義したコマンド転送先ホストの IP ア
ドレス解決に問題がないか。
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KAVB2024-E
Command cannot be executed because the corresponding
host(ホスト名) is not registered in hosts.
ホスト(ホスト名)のアドレス解決ができないため，コマン
ドが実行できません。

KAVB2027-E 〜 KAVB2051-I

ホスト名で示すホストのアドレスを解決できません。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
ホスト名のアドレスが解決できるようにしてくださ
い。

KAVB2027-E
Cannot execute the command. Failed to simulate the
user ユーザー名 environment.
ユーザー名のユーザ偽装に失敗したため，コマンド実行で
きません。
ユーザーマッピングに失敗したため，コマンドを実行でき
ません。
（S ）
コマンドを実行しません。

実行ホストには，システム構成定義で定義されてい
て，ログインしているマネージャーホストの下位に
あるホストを指定してください。
• 実行ホストのホスト名，構成定義で定義しているホ
スト名を解決できるように設定してください。

KAVB2037-I
Terminated Command Control.
コマンド制御を停止しました。
コマンド制御を停止しました。

KAVB2041-E
Could not find the Environment file(ファイル名).
環境変数ファイル（ファイル名）が見つかりません。
［コマンド実行］画面やアクション定義で指定した環境変
数ファイルが見つかりません。
（O）

（O）
次のことを確認してください。
• JP1/IM - View にログインした JP1 ユーザーやアク
ション定義で定義したユーザーが，コマンド実行先
ホストのユーザーマッピング定義に定義されている
か。
• ユーザーマッピング定義に定義した OS のユーザー
が存在するか。
• Windows の場合，ユーザーマッピングに定義した
OS のユーザーのパスワードが変更されていない
か。
• Windows の場合，ユーザーマッピングに定義した
OS のユーザーに「サービスとしてログオン」およ
び「ローカルログオン」の権利を与えているか。
• UNIX の場合，ユーザーマッピングに定義した OS
のユーザーのユーザー ID が有効かどうか。

KAVB2029-I
Executed the コマンド名 command. pid=プロセスID
コマンド名のコマンドを実行しました。pid=プロセスID

指定したファイルが実行ホスト上にあるか，パスが間
違っていないか確認してください。

KAVB2042-E
Jcocmd received an illegal request from process manager.
プロセス管理から不正な要求を受信しました。
コマンド制御がプロセス管理から不正な要求を受信しまし
た。
（S）
リモートコマンドを終了します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
• UNIX の場合は，/var/opt/jp1base 以下のディ
スク容量が十分に確保されていること
• UNIX の場合は，/var/opt/jp1base 以下のパー
ミッションが適切であること

コマンドを実行しました。

KAVB2031-E
Cannot execute the command. The host (ホスト名) is not
managed by JP1/Console.
ホスト（ホスト名）が管理対象でないため，コマンドが実
行できません。
管理対象外のホストでコマンドを実行しようとしました。
または，実行ホストのホスト名が解決できません。

解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し
て，システム管理者に連絡してください。

KAVB2051-I
A timeout has occurred, since no reply has been obtained
from the host [ホスト名]. Common configuration value
RSPTIME_START = [内部コード]
タイムアウトが発生しました。ホスト（ホスト名）から応
答がありません。共通定義 RSPTIME_START = [内部
コード]

（S ）
コマンドを実行しません。
（O）
• 実行ホストとして指定したホストを構成定義で定義
してください。

接続先ホストから応答がありません。
（S）
コマンドを実行しません。
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KAVB2052-I 〜 KAVB2058-E

（O）
接続先ホストで JP1/Base が起動しているか確認して
ください。

KAVB2052-I
Since the connection with host [ホスト名] was released,
command response processing was interrupted.
ホスト(ホスト名)との接続を解放しました。応答は中断さ
れます。
ホストとの接続が解放されたため，コマンドの応答通知を
中断します。コマンド実行中にホスト名のホストの JP1/
Base を停止した場合，またはコマンドの実行に時間がか
かっている場合に出力されることがあります。
（ S）
ホストとの接続が解放されたため，コマンドの応答通
知を中断します。コマンドの実行に時間がかかってい
る場合は，一時的にコネクションを解放しますが，コ
マンドは正常に実行されます。
（O）
時間のかかるコマンドを実行していない場合は，ホス
ト名のホストで JP1/Base が停止していないか確認し
てください。JP1/Base が起動している場合は，ネッ
トワークに問題がないか確認してください。

KAVB2053-E
Socket bind error. An attempt to bind the socket on host
[ホスト名] to the port number [ポート番号] and address
[IPアドレス] has failed. [内部メッセージ]
ソケットバインドエラー。ホスト(ホスト名)のbindシステ
ムコールに失敗しました。ポート番号：[ポート番号] IPア
ドレス [IPアドレス]。[内部メッセージ]
出力された IP アドレスにバインドできませんでした。
（ S）
出力された IP アドレスで起動できません。または，
コマンドを実行しません。
（O）
出力された IP アドレスが使用可能な設定になってい
るか確認してください。

リソース不足が発生していないか確認してください。

KAVB2055-E
Cannot execute the command, since the host name [ホス
ト名] cannot be resolved.
ホスト(ホスト名)のアドレス解決ができないため，コマン
ドが実行できません。
ホスト名の IP アドレスが解決できません。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
アドレスを解決できるようにしてください。

KAVB2056-E
The request [ID] from host [ホスト名] was invalid, and
has been rejected.
不正なリクエストID[ID]をホスト(ホスト名)から受け取り
ました。コマンド実行要求は拒否されました。
不正なデータを受信しました。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
不正なパケットが流れていないか，通信環境を確認し
てください。

KAVB2057-E
Cannot send the execution results of the command [コマ
ンド名] from the host [ホスト名]. [内部メッセージ].
コマンド[コマンド名][実行指示ホスト(ホスト名)]の実行結
果を送信できません。[内部メッセージ]
コマンド実行結果の送信に失敗しました。
（S）
コマンド実行結果は送信されません。
（O）
コマンド実行先ホストでリソース不足が発生していな
いか確認してください。

KAVB2054-E

KAVB2058-E

Socket listen error. An attempt to listen to the host [ホス
ト名] has failed. [内部メッセージ].
ソケットリスンエラー。ホスト(ホスト名)の listen システ
ムコールに失敗しました。[内部メッセージ]

The command request has been rejected, since the
command queueing limit has been exceeded.
先行入力数を超えるため，コマンドの受け付けを拒否しま
す。

listen システムコールが失敗しました。

先行入力数を超えて，コマンド実行要求を受け取りまし
た。

（ S）
出力されたホストの IP アドレスで，通信を受信でき
ません。
（O）
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（S）
コマンドを実行しません。
（O）
jcocmddef コマンドで，キューの先行入力数を増やし

KAVB2059-E 〜 KAVB2064-E

てください。
先行入力数を増やしても，このメッセージが発生する
場合は，以下の対処を行ってください。
• 実行時間の長いコマンドの要求を減らしてくださ
い。
• 要求するコマンドの数を減らしてください。

KAVB2059-E
Due to an internal error, an attempt to execute the
command [コマンド名] has failed. [内部メッセージ].
内部エラー。コマンド名のコマンドの実行に失敗しまし
た。[内部メッセージ]
コマンド実行先ホストで，コマンド実行時にシステムコー
ルに失敗しました。
（S ）
コマンドを実行しません。
（O）
コマンド実行先ホストでリソース不足が発生していな
いか確認してください。

KAVB2060-E
An internal error occurred while the results were being
received.
内部エラー。コマンド実行結果受信中にエラーが発生しま
した。
コマンド実行指示ホストの内部プロセス間で，コマンド実
行結果を転送中にエラーが発生しました。
（S ）
コマンド実行結果は表示されません。
（O）
コマンド実行指示ホストでリソース不足が発生してい
ないか確認してください。

KAVB2061-E
Due to an internal error, the command request [コマンド
名] has been rejected.
内部エラー。コマンド実行要求[コマンド名]は拒否されま
した。
コマンド実行指示ホストの内部プロセス間で，コマンド名
を転送中にエラーが発生しました。
（S ）
コマンドを実行しません。
（O）
コマンド実行指示ホストでリソース不足が発生してい
ないか確認してください。

KAVB2062-E
The command [コマンド名] cannot be sent from host [ホ
スト名] to host [ホスト名].
コマンドコマンド名をホスト(ホスト名)からホスト(ホスト
名)へ送信できません。
コマンド実行要求送信時に，エラーが発生しました。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
送信先ホストでリソース不足が発生していないか確認
してください。

KAVB2063-I
Failed to acquire the port number of [サービス名]. The
default port number is used. [内部メッセージ].
[サービス名] のポート番号の取得に失敗しました。デフォ
ルトポートで起動します。[内部メッセージ]
ポート番号を取得できませんでした。
（S）
デフォルトポートで起動します。
（O）
services ファイルに jp1imcmda または jp1imcmdc
のサービス名のポート番号があるか確認してくださ
い。

KAVB2064-E
Error in writing execution results to Command execution
log.
コマンド実行履歴ファイルの書き込みに失敗しました
コマンド実行履歴ファイルの書き込みに失敗しました。
（S）
コマンド実行結果がコマンド実行履歴ファイルに保存
されません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• システムのリソースが不足していないか確認してく
ださい。
• OS は正常に運用されているか確認してください。
• コマンド実行履歴ファイルの出力先のディスク容量
が不足していないか確認してください。
• コマンド実行履歴ファイルの出力先のパーミッショ
ンが適切であるか確認してください。
• コマンド実行履歴ファイルが壊れているおそれがあ
ります。コマンド実行履歴ファイルの確認方法，お
よび回復方法については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構
築・運用ガイド

24.5 (4) コマンド実行履歴ファイ

ルが壊れている場合」を参照してください。
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KAVB2065-W 〜 KAVB2071-W

コマンド実行履歴ファイルの状態が正常だった場
合，JP1/IM の資料採取ツールを実行し，システム
管理者に連絡してください。

上記に該当しない場合，または解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB2065-W

KAVB2069-E

Failed to load the Environment file(ファイル名).
環境変数ファイル(ファイル名)の読み込みに失敗しまし
た。

コマンド名 was rejected because forward transmission
processing could not be performed. (ホスト名)
転送処理中のホストで処理できないため，コマンド名が拒
否されました。(ホスト名)

環境変数ファイルの読み込みに失敗しました。
（ S）
コマンドを実行しますが，環境変数ファイルの内容は
有効になりません。
（O）
ファイル名に，フォルダ名やディレクトリ名を指定し
ていないか，また，ファイルの権限や内容が正しいか
を確認してください。

KAVB2066-I
A process under execution was deleted. command=[コマ
ンド名], pid=[プロセスID].
実行中のコマンドを削除しました. command=[コマンド名
] pid=[プロセスID].
コマンドの削除が成功しました。

KAVB2067-I
A process under queuing was deleted. command=コマン
ド名
キューイング中のコマンドを削除しました. command=コ
マンド名.
キューイング状態のコマンドが削除されました。

KAVB2068-E

ホスト名のコマンド実行制御で送信中のコマンドが滞留し
ており，これ以上のコマンドの送信は動作に支障を及ぼす
おそれがあるため，送信中のコマンド名が拒否されまし
た。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
ホスト名のホストと実行先ホスト間でネットワーク障
害が発生していないか確認してください。

KAVB2070-W
Acquisition of the command execution results was
interrupted because the specified maximum of xx lines
was reached.
設定された上限[xx行]に達したためコマンド実行結果の取
得を打ち切りました。
設定された行数までのコマンド実行結果を取得したため，
以降のコマンド実行結果の取得を打ち切りました。
（S）
実行結果は取得しませんが，コマンドの処理は実行し
ます。

KAVB2071-W

The [コマンド名] command could not be executed. (保守情
報)
[コマンド名]コマンドが実行できませんでした。[保守情報
]

In 実行先ホスト名, the number of queued commands
requested from 実行元ホスト名 has exceeded the
threshold (xx).
実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求されたコマンド
の先行入力数が閾値[xx件]を超えました。

エラーが発生したため，コマンドを実行できませんでし
た。

実行先ホスト名で実行元ホスト名からの自動アクション要
求が先行入力数のしきい値 [xx 件 ] に達しました。実行元

（ S）
コマンドを実行しません。
（O）
保守情報は「終了コード：エラー情報」です。この情
報を基に以下の点について確認してください。
• 終了コードが 10000，10011 〜 10099 の場合
コマンド実行先ホストでリソースが不足していない
か確認してください。
• エラー情報にシグナルが出力されている場合
コマンド実行先ホストで，出力されているシグナル
を発行しているプロセスがないか確認してくださ
い。
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ホスト名からの自動アクションが遅延しているおそれがあ
ります。
（S）
処理を継続します。
（O）
以下について確認してください。
• 実行元ホスト名で自動アクションが大量に発生して
いないか確認してください。発生している場合は，
自動アクションの抑止やコマンド同時実行数の拡大
を検討してください。
• 実行先ホスト名で終了していないコマンドが残って
いないか確認してください。コマンドが残っている

KAVB2072-I 〜 KAVB2203-E

場合は，jcocmdshow および jcocmddel コマン

KAVB2200-E

ドなどで終了させてください。

The [オプション] option is invalid.
[オプション]オプションは不正です

KAVB2072-I
In 実行先ホスト名, the number of queued commands
requested from 実行元ホスト名 has become 0.
実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求されたコマンド
の先行入力数が0件になりました。
実行先ホスト名で実行元ホスト名から要求された自動アク
ションの先行入力数が 0 件になりました。
（S）
処理を継続します。

コマンドラインで指定されたオプションが不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい文法で実行してください。

KAVB2201-E
The [オプション] option is defined more than once.
[オプション]オプションが複数回指定されています

KAVB2100-I
[ホスト名:JP1ユーザー名] Command execution started.
[ホスト名:JP1ユーザー名] コマンド実行を開始しました。

指定したオプションが重複しています。
（S）
コマンドの処理を中断します。

コマンド実行を開始しました。
（O）

KAVB2101-I
[ホスト名:JP1ユーザー名] Command execution ended
normally.
[ホスト名:JP1ユーザー名]コマンド実行が終了しました。

オプションの重複をなくして実行してください。

KAVB2202-E
The value for the [オプション] option is not specified.
[オプション]オプションの引数が指定されていません

コマンド実行が終了しました。

KAVB2102-E
[ホスト名:JP1ユーザー名] Command execution ended
abnormally.
[ホスト名:JP1ユーザー名] コマンド実行が異常終了しまし
た。
コマンド実行が異常終了しました。
（S ）
コマンドの実行を中止します。
（O）
［コマンド実行］画面に表示されるエラーメッセージ
を参照して対処してください。

KAVB2103-E
An attempt to send a command execution operation
event failed. (ret = [リターンコード])
コマンド実行操作イベントの送信に失敗しました。(ret = [
リターンコード])
コマンド実行操作イベントの送信に失敗しました。
（S ）
イベントの送信を中止して，処理を続行します。
（O）

オプションに値が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい文法で実行してください。

KAVB2203-E
Specify between 1 and バイト数 bytes for Connected Host
| Logical Host | Source Host Name.
1からバイト数バイトの値を指定してください。
(Connected Host | Logical Host | Source Host Name )
オプションで指定した値の範囲が不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
メッセージの情報を基に以下のホスト名の長さを確認
してください。
• Connected Host の場合：-s オプションで指定した
ホスト名
• Logical Host の場合：-h オプションで指定したホ
スト名
• Source Host Name の場合：-ph オプションで指定
したホスト名

イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
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KAVB2204-E 〜 KAVB2212-E

KAVB2204-E

-s で指定した接続先ホスト名を確認してください。

The number of arguments is invalid.
引数の数が不正です

KAVB2209-E

引数の数値が大き過ぎるか小さ過ぎます。

An error occurred during retrieval of host information for
the specified logical host [ホスト名].
指定された論理ホスト名[ホスト名]が存在しません

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい文法で実行してください。

KAVB2205-E
jcocmdshow was interrupted.
jcocmdshowコマンドが中断されました
コマンド実行中に割り込みが発生しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ユーザーの指示によって中断されました。必要な場
合，再度コマンドを実行してください。

KAVB2206-E
Super user privilege is required to execute the command.
コマンドを実行するためには管理者権限が必要です
実行ユーザーに管理者権限がありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
Administrators 権限または root 権限を持つユーザー
で実行してください。

KAVB2207-E
The specified logical host [ホスト名] does not exist.
論理ホスト[ホスト名]は存在しません。

論理ホスト名が不正か，存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
論理ホストの共通定義情報設定に問題があります。論
理ホストの設定を確認し，必要な場合は，論理ホスト
の再設定を行ってください。

KAVB2210-E
No response has been received from the connected host [
ホスト名].
接続先ホスト[ホスト名]からの反応がありません
指定した接続先ホストが応答しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
• 接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認し
てください。
• 指定したホストが存在するか確認してください。
• 接続先ホストとのネットワーク通信が可能か確認し
てください。

KAVB2211-I
No commands exist in the command execution control for
the specified request.
指定された条件のコマンドはみつかりませんでした
コマンド実行制御に指定したコマンドは存在しません。

KAVB2212-E
論理ホストの値が不正です。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-h で指定した論理ホスト名を確認してください。

KAVB2208-E
The specified connected host [ホスト名] is unknown.
接続先ホスト名[ホスト名]が解決できません
接続ホスト名が存在しません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
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Memory is insufficient at the jcocmdshow command
executing host.
jcocmdshowコマンドを実行したホストでメモリ不足が発
生しました
メモリー確保エラーが発生しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
メモリー不足を解消したあとで，再実行してくださ
い。

KAVB2213-E 〜 KAVB2222-W

KAVB2213-E

KAVB2217-E

The maximum number of connections has been exceeded.
接続最大数を超過しました。

The connected host environment is invalid.
接続先ホストの環境が不正です

利用可能な接続数以上の接続が発生しています。

接続先ホストのアダプターコマンドが権限不足のため動作
しません。

（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストで利用可能な最大接続数を超過しまし
た。しばらく待って，再実行してください。

KAVB2214-E
Processing at the connected host has been interrupted.
接続先ホストで処理が割り込みにより中断されました
接続先ホストでアダプターコマンドが割り込みにより停止
しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストでコマンドが中断されました。再度コマ
ンドを実行してください。

KAVB2215-E
Command execution control is not responding at the
connected host.
接続先ホストのコマンド実行制御が応答しません
接続先ホストのアダプターコマンドが応答しません。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認して
ください。

KAVB2216-E
An error during access to command execution control at
the connected host.
接続先ホストでコマンド実行制御へのアクセスに失敗しま
した
論理ホストのアダプターコマンドが正常に動作していませ
ん。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの論理ホスト設定に問題があります。接
続先論理ホストの再設定を行ってください。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が管理者権限で起動してい
るか確認してください。

KAVB2218-E
Invalid protocol data was received from command
execution control.
接続先ホストでコマンド実行制御から不正なプロトコルを
受信しました
接続先ホストのアダプターコマンドが不正なデータを受信
しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2221-E
The contents of the configuration definition are
corrupted. "[キー]¥¥JP1BASE" key does not exist.
共通定義キーが不正です。 "[キー]¥¥JP1BASE" キーが存
在しません
共通定義キー「JP1BASE」が存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
環境が不正です。JP1/Base を再インストールしてく
ださい。

KAVB2222-W
Log directory information from the configuration
definition under logical host [ホスト名] could not be
retrieved. Processing will continue without logging
messages.
論理ホスト[ホスト名]の共通定義情報からログディレクト
リ設定情報を取得できませんでした。ログ出力なしで継続
します。
共通定義情報からログディレクトリの取得に失敗しまし
た。
（S）
ログ出力なしでコマンドを続行します。
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KAVB2223-W
Log settings information from the configuration
definition under logical host [ホスト名] could not be
retrieved. Processing will continue without logging
messages.
論理ホスト[ホスト名]の共通定義情報からログ設定情報を
取得できませんでした。ログ出力なしで継続します。
共通定義情報からログ出力設定の取得に失敗しました。
（ S）
ログ出力なしでコマンドを続行します。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-ph オプションの引数を確認してください。

KAVB2230-E
The value for the -state option [引数] is invalid.
-stateオプションの引数[引数]は不正です
r または q 以外の文字が -state オプションで使用されて
います。

KAVB2224-W
An attempt to initialize the HNTR library has failed.
Processing will continue without logging messages.
統合トレースログ機能の初期化に失敗しました。ログ出力
なしで継続します
HNTRLib2 の初期化に失敗しました。
（ S）
ログ出力なしでコマンドを続行します。

KAVB2225-E
Invalid protocol data was received from command
execution control.
jcocmd_adaptercmdから不正なプロトコルを受信しまし
た
コマンド実行制御から不正なデータを受信しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2227-I
jcocmdshow started.
jcocmdshowコマンドを開始します
jcocmdshow コマンドが開始しました。

KAVB2228-I
jcocmdshow terminated. return code: [リターンコード].
jcocmdshowコマンドが終了しました。リターンコード: [
リターンコード].
jcocmdshow コマンドが終了しました。

KAVB2229-E
Invalid source host name
不正な投入元ホスト名です
-ph オプションで指定した文字に不正な文字が入ってい
ます。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-state オプションの引数を確認してください。

KAVB2231-E
The maximum number of connections at the connected
host has been exceeded. Wait a while, and then retry.
接続最大数を超過しました。しばらく待ってから再度実行
してください
同時接続可能な最大数を超えました。
（O）
接続最大数に達しました。しばらく待ってから再実行
してください。

KAVB2232-E
An error occurred during initialization of communication
with the plug-in service at the jcocmdshow command
executing host.
jcocmdshowコマンドを実行したホストでプラグインサー
ビスとの通信初期化に失敗しました
プラグインサービス API の初期化に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
• -s オプションで指定したホストとのネットワーク
に問題が発生していないこと
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB2233-E
An error occurred in the plug-in service on the
jcocmdshow command executing host.
プラグイン API に不正なパラメーターが渡されたか，予
期せぬエラーが発生しました。
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KAVB2237-E

（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
• -s オプションで指定したホストとのネットワーク
に問題が発生していないこと
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB2234-E
An error occurred while a request was being processed on
the connected host.
接続先ホストで要求処理中にエラーが発生しました
接続先ホストの環境が不正です。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base を再設定してください。

KAVB2235-E
An error occurred while data was being received from
command execution control.
コマンド実行制御からのデータ受信時にエラーが発生しま
した

The connected host version does not support this
command.
接続先ホストは本コマンドに対応していません
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• バージョン不正
• 必要なコンポーネント不足
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-10 以降
であることを確認してください。

KAVB2238-E
The connection with the connected host terminated. Try
again.
接続先ホストへの接続が中断されました。再度実行してく
ださい
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 接続が切断されました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用できるか確認してください。

KAVB2239-E
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• データ受信エラー
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。

KAVB2236-E
An error occurred during data transmission to command
execution control.
コマンド実行制御へのデータ送信時にエラーが発生しまし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。

A network connection with the connected host could not
be established.
接続先ホストへのネットワーク接続を確立できませんでし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 接続エラー
• プラグインサービスがビジー
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用できるか確認してください。ネット
ワークに問題がなければ，しばらく待ったあとで再実
行してください。

• データ送信エラー
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
• 接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認し
てください。
• 接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。

KAVB2240-E
The environment is invalid on the jcocmdshow command
executing host.
jcocmdshowコマンドを実行したホストの環境が不正で
す。
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 設定ファイルの文法エラー
• 設定ファイルが見つからない
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• 論理ホストの共通定義情報が見つからない
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
jcocmdshow コマンドを実行したホストの共通定義
情報，またはプラグインサービス設定ファイルの内容
が不正です。再度インストールしてください。

KAVB2241-E
Invalid protocol data was transmitted through the
plug-in service.
プラグインサービスから不正なプロトコルが伝達されまし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 不正データ受信
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2242-E
JP1/Base does not support this command.
JP1/Baseが本コマンドに対応していません

KAVB2244-E
The connection with connected host terminated.
接続先ホストとの通信が中断されました
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• プラグインサービスとの通信が切断された
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認して
ください。

KAVB2245-E
A timeout occurred during communication with the
plug-in service.
プラグインサービスとの通信中にタイムアウトが発生しま
した
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• リクエストがタイムアウトした
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB2246-E
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• プラグインが見つからない
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が 07-10 以降であることを
確認してください。バージョンに問題がなければ，環
境が不正の場合があります。再インストールで回復し
てください。

KAVB2243-E
A timeout occurred during communication with the
plug-in service. Try after a while.
プラグインサービスとの通信中にタイムアウトが発生しま
した。しばらく待ってから再度実行してください
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• リクエストがタイムアウトした
• プラグインサービスがビジー
• プラグインサービスへの接続に失敗した
（ S）
コマンドの処理を中断します。

Failed to open catalog file /opt/jp1base/lib/nls/C/
jp1BsCmdShow.cat
カタログファイルのオープンに失敗しました。
（S）
jcocmdshow コマンドは実行されません。
（O）
UNIX の場合，以下について確認してください。解決
しない場合は，資料採取ツールで資料を採取してシス
テム管理者に連絡してください。
• /opt/jp1base/lib/nls ディレクトリ以下にカ
タログファイルがあるか。
• カタログファイル，および /opt/jp1base/lib/
nls へのパスに読み取り権限があるか。

KAVB2247-W
Unable to get message from the catalog file
カタログファイルからメッセージを取得できませんでし
た。カタログファイルが破損しているおそれがあります。
（S）
メッセージは出力されません。

（O）
しばらく待ってから再実行してください。

（O）
環境変数 LANG を変更してコマンドを再実行してく
ださい。解決しない場合は，資料採取ツールで資料を
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採取し，システム管理者へ連絡してください。

KAVB2248-E
Memory allocation failed due to insufficient memory.
メモリー不足のため領域の確保に失敗しました。

接続先ホストが管理対象外のため，接続できませんでし
た。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-s オプションで指定した接続先ホスト名を確認して

（S ）
コマンドの処理を中断します。

ください。

KAVB2253-E

（O）
メモリー不足を解消したあとで，再実行してくださ
い。

KAVB2249-E
catopen() API failed. Error number: エラーコード
カタログファイルのオープンに失敗しました。

A reply was not returned during communication
processing at the host where the jcocmdshow command
was executed.
jcocmdshowコマンドを実行したホストの通信処理時に応
答が返りませんでした
通信処理中に接続先ホストとの通信に失敗しました。
（S）

（S ）
jcocmdshow コマンドは実行されません。

コマンドの処理を中断します。
（O）

（O）
UNIX の場合，以下について確認してください。解決
しない場合は，資料採取ツールで資料を採取してシス
テム管理者に連絡してください。
• /opt/jp1base/lib/nls ディレクトリ以下にカ
タログファイルがあるか。
• カタログファイル，および /opt/jp1base/lib/
nls へのパスに読み取り権限があるか。

KAVB2250-W
An attempt to initialize an individual trace log has failed.
Processing will continue without logging messages.
個別トレースログの初期化に失敗しました。ログメッセー
ジなしで処理を継続します

コマンドを実行したホストで，jbs_spmd_status
コマンドを実行してすべてのサービスが起動している
か確認したあと，再度実行してください。

KAVB2276-E
The [オプション] option is invalid.
[オプション]オプションは不正です
コマンドラインで指定されたオプションが不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい文法で実行してください。

ログ出力処理の初期化に失敗しました。
（S ）
ログ出力なしで処理を継続します。

KAVB2251-W
An attempt to initialize an integrated trace log has
failed. Processing will continue without logging
messages.
統合トレースログの初期化に失敗しました。ログメッセー
ジなしで処理を継続します

KAVB2277-E
The [オプション] option is defined more than once.
[オプション] オプションが複数回指定されています
指定したオプションが重複しています。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
オプションの重複をなくして実行してください。

ログ出力処理の初期化に失敗しました。
（S ）
ログ出力なしで処理を継続します。

KAVB2252-E
The specified host to be connected is not subject to
configuration management.
指定された接続先ホストは構成管理対象ではありません

KAVB2278-E
The value for the [オプション] option is not specified.
[オプション] オプションの引数が指定されていません
オプションに値が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
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（O）
正しい文法で実行してください。

KAVB2279-E
Specify between 1 and [バイト数] bytes for Connected
Host.
1から [バイト数] バイトの値を指定してください。
(Connected Host)
オプションで指定した値の範囲が不正です。

論理ホストの値が不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-h で指定した論理ホスト名を確認してください。

KAVB2284-E
The specified connected host [ホスト名] is unknown.
接続先ホスト名 [ホスト名] が解決できません

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい値で実行してください。

KAVB2280-E
The number of arguments is invalid.
引数の数が不正です
引数の数値が大き過ぎるか小さ過ぎます。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい文法で実行してください。

KAVB2281-E
jcocmddel was interrupted.
jcocmddelコマンドが中断されました
コマンド実行中に割り込みが発生しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ユーザーの指示によって中断されました。必要な場合
は，再実行してください。

KAVB2282-E
Superuser privilege is required to execute the command.
コマンドを実行するためには管理者権限が必要です
実行ユーザーに管理者権限がありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
Administrators 権限または root 権限を持つユーザー
で実行してください。

KAVB2283-E
The specified logical host ホスト名 does not exist.
論理ホストホスト名は存在しません。
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接続ホスト名が存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-s で指定した接続先ホスト名を確認してください。

KAVB2285-E
The specified logical host [ホスト名] does not exist.
指定された論理ホスト名[ホスト名]が存在しません
論理ホスト名が不正か，存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
論理ホストの共通定義情報設定に問題があります。論
理ホストの設定を確認し，必要な場合は，論理ホスト
の再設定を行ってください。

KAVB2286-E
No response has been received from the connected host [
ホスト名].
接続先ホスト [ホスト名] からの反応がありません
指定した接続したホストが応答しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
• 接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認し
てください。
• 指定したホストが存在するか確認してください。
• 接続先ホストとのネットワーク通信ができるか確認
してください。

KAVB2287-I
No command exists in command execution control.
指定された条件のコマンドはみつかりませんでした
コマンド実行制御に指定したコマンドは存在しません。

KAVB2288-E 〜 KAVB2297-E

KAVB2288-E

ださい。

Memory is insufficient on the jcomddel command
executing host.
jcocmddelコマンドを実行したホストでメモリ不足が発生
しました

The user cancelled the deletion of command（S）.
削除コマンドを中断しました

メモリー確保エラーが発生しました。

jcocmddel コマンドが中断されました。

（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
メモリー不足を解消したあとで，再実行してくださ
い。

KAVB2289-E
<CommandID（S）>/ALL option is required.
<コマンドID>もしくはALLオプションが指定されていま
せん
コマンド ID または ALL オプションが指定されていませ

KAVB2292-I

KAVB2293-I
The command（S） were deleted successfully from
command execution control.
コマンド実行制御内のコマンド削除に成功しました。
指定したコマンド ID の削除に成功しました。

KAVB2294-W
The command ID（S） [コマンドID] do not exist in
command execution control.
コマンドID [コマンドID] はコマンド実行制御内に存在し
ません

ん。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
削除したいコマンド ID または ALL オプション（すべ
て削除したい場合）を指定してください。

KAVB2290-E
Command ID（S） cannot be specified with the ALL
option.
<コマンドID>とALLオプションが同時に指定されていま
す

指定したコマンド ID は存在しません。
（S）
指定したコマンド ID は見つかりませんでした。

KAVB2295-E
Invalid command ID. Specify a command ID between 0
and 4294967295.
不正なコマンドIDです。コマンドIDは0から4294967295
の間で指定してください
不正なコマンド ID が指定されています。
（S）

コマンド ID と ALL オプションが同時に指定されました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
削除したいコマンド ID または ALL オプション（すべ
て削除したい場合）を指定してください。

KAVB2291-Q
Do you want to delete the specified command ID（S） [Y/
y or N/n] ->
このコマンドIDを削除してよろしいですか[Y/y or N/n] ->

コマンドの処理を中断します。
（O）
適切な範囲のコマンド ID を指定してください。

KAVB2296-E
The maximum number of connections on the connected
host has been exceeded.
接続最大数を超過しました。
接続先ホストで利用できる最大接続数を超過しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。

コマンドを削除するかの確認です。
（S）
コマンドの処理は，ユーザーの応答待ちで停止しま
す。
（O）
処理を続行するときは，Y または y を入力してくださ
い。処理を中断するときは，N または n を入力してく

（O）
しばらく待って再実行してください。

KAVB2297-E
Processing on the connected host was interrupted.
接続先ホストで処理が割り込みにより中断されました
接続先ホストでアダプターコマンドが割り込みにより停止
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しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストでコマンドが中断されました。再度コマ
ンドを実行してください。

しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2298-E

KAVB2304-E

Command execution control is not responding on the
connected host.
接続先ホストのコマンド実行制御が応答しません

The contents of the configuration definition are
corrupted. The "[キー]¥¥JP1BASE" key does not exist.
共通定義キーが不正です。 "[キー]¥¥JP1BASE" キーが存
在しません

接続先ホストのアダプターコマンドが応答しません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認して
ください。

KAVB2299-E
An error occurred during access to command execution
control on the connected host.
接続先ホストでコマンド実行制御へのアクセスに失敗しま
した
論理ホストのアダプターコマンドが正常に動作していませ
ん。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの論理ホスト設定に問題があります。接
続先論理ホストの再設定を行ってください。

KAVB2300-E
The connected host environment is invalid.
接続先ホストの環境が不正です
接続先ホストのアダプターコマンドが権限不足のため動作
しません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が管理者権限で起動してい
るか確認してください。

KAVB2301-E
Invalid protocol data was received in command execution
control.
接続先ホストでコマンド実行制御から不正なプロトコルを
受信しました
接続先ホストのアダプターコマンドが不正なデータを受信
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共通定義キー「JP1BASE」が存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
環境が不正です。JP1/Base を再インストールしてく
ださい。

KAVB2305-W
Log directory information from the configuration
definition under the logical host [ホスト名] could not be
retrieved. Processing will continue without logging
messages.
論理ホスト[ホスト名]の共通定義情報からログディレクト
リ設定情報を取得できませんでした。ログ出力なしで継続
します。
共通定義情報からログディレクトリの取得に失敗しまし
た。
（S）
ログ出力なしでコマンドを続行します。

KAVB2306-W
Log settings information from configuration definition
under logical host [ホスト名] could not be retrieved.
Processing will continue without logging messages.
論理ホスト[ホスト名]の共通定義情報からログ設定情報を
取得できませんでした。ログ出力なしで継続します。
共通定義情報からログ出力設定の取得に失敗しました。
（S）
ログ出力なしでコマンドを続行します。

KAVB2307-W
An attempt to initialize the hntr library has failed.
Processing will continue without logging messages.
統合トレースログ機能の初期化に失敗しました。ログ出力
なしで継続します
HNTRLib2 の初期化に失敗しました。
（S）

KAVB2308-E 〜 KAVB2318-E

ログ出力なしでコマンドを続行します。

KAVB2308-E
Invalid protocol data was received from command
execution control.
jcocmd_adaptercmdから不正なプロトコルを受信しまし
た
コマンド実行制御から不正なデータを受信しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2310-I
jcocmddel started.
jcocmddelコマンドを開始します
jcocmddel コマンドが開始しました。

KAVB2311-I
jcocmddel terminated. return code: [リターンコード].
jcocmddelコマンドが終了しました。リターンコード: [リ
ターンコード].
jcocmddel コマンドが終了しました。

KAVB2312-W
ID（S） [コマンドID] is (are) specified more than once.
Processing will continue with unique ID（S）.
コマンドID [コマンドID] が複数回指定されています。一
度だけ実行します
コマンド ID が重複して指定されています。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンド ID の値は，0 〜 4,294,967,295 の数値を指
定してください。

KAVB2316-E
An error occurred during initialization of communication
with the plug-in service on the jcocmddel command
executing host.
jcocmddelコマンドを実行したホストでプラグインサービ
スとの通信初期化に失敗しました
プラグインサービス API の初期化に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
• -s オプションで指定したホストとのネットワーク
に問題が発生していないこと
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB2317-E
An error occurred in the plug-in service on the jcocmddel
command executing host.
jcocmddelコマンドを実行したホストのプラグインサービ
スでエラーが発生しました
プラグイン API に不正なパラメーターが渡されたか，予
期しないエラーが発生しました。
（S）

KAVB2313-E
The maximum number of connections at the connected
host has been exceeded. Try after a while.
接続最大数を超過しました。しばらく待ってから再度実行
してください
同時接続可能な最大数を超えました。
（S ）
接続を打ち切られたため，処理を中断します。
（O）
接続最大数に達しました。しばらく待ってから再実行
してください。

KAVB2314-E
An invalid command ID was specified.
不正なコマンドID が指定されました

コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
• -s オプションで指定したホストとのネットワーク
に問題が発生していないこと
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAVB2318-E
An error occurred during request processing on the
connected host.
接続先ホストで要求処理中にエラーが発生しました
接続先ホストの環境が不正です。

不正なコマンド ID が指定されています。

（S）
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KAVB2319-E 〜 KAVB2325-E

コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base を再設定してください。

KAVB2319-E
An error occurred during data reception from command
execution control.
コマンド実行制御からのデータ受信時にエラーが発生しま
した

KAVB2322-E
Connection with the connected host terminated. Try
again.
接続先ホストへの接続が中断されました。再度実行してく
ださい
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 接続が切断された
（S）
コマンドの処理を中断します。

プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• データ受信エラー
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。

KAVB2320-E
An error occurred during data transmission to command
execution control.
コマンド実行制御へのデータ送信時にエラーが発生しまし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• データ送信エラー
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
• 接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認し
てください。
• 接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。

KAVB2321-E
The connected host version does not support this
command.
接続先ホストは本コマンドに対応していません
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• バージョン不正
• 必要なコンポーネント不足
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base のバージョンが 07-10 以降
であることを確認してください。

（O）
接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。

KAVB2323-E
A network connection with the connected host could not
be established.
接続先ホストへのネットワーク接続を確立できませんでし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 接続エラー
• プラグインサービスがビジー
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
• 接続先ホストとの間のネットワーク状態および設定
が，正常に利用可能か確認してください。
• ネットワークに問題がなければ，しばらく待ったあ
とで再実行してください。

KAVB2324-E
The environment is invalid on the jcocmddel command
executing host.
コマンドを実行したホストの環境が不正です。
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• 設定ファイルの文法エラー
• 設定ファイルが見つからない
• 論理ホストの共通定義情報が見つからない
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
jcocmdshow コマンドを実行したホストの共通定義
情報，またはプラグインサービス設定ファイルの内容
が不正です。再度インストールしてください。

KAVB2325-E
Invalid protocol data was transmitted through the
plug-in service.
プラグインサービスから不正なプロトコルが伝達されまし
た
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
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KAVB2326-E 〜 KAVB2333-E

• 不正データ受信
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
通信中に不正なデータが混入しました。再実行してく
ださい。

KAVB2326-E
JP1/Base does not support this command.
JP1/Baseが本コマンドに対応していません
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• プラグインが見つからない
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が 07-10 以降であることを
確認してください。バージョンに問題がなければ，環
境が不正の場合があります。再インストールによって
回復してください。

KAVB2329-E
A timeout occurred during communication with the
plug-in service.
プラグインサービスとの通信中にタイムアウトが発生しま
した
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• リクエストがタイムアウトした
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB2330-E
Failed to open catalog file /opt/jp1base/lib/nls/C/
jp1BsCmdDel.cat
カタログファイルのオープンに失敗しました。
（S）
jcocmddel コマンドは実行されません。
（O）

KAVB2327-E

UNIX の場合，/opt/jp1base/lib/nls ディレク

A timeout occurred during communication with the
plug-in service. Try after a while.
プラグインサービスとの通信中にタイムアウトが発生しま
した。しばらく待ってから再度実行してください

トリ以下にカタログファイルがあるか，確認してくだ
さい。

プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• リクエストがタイムアウトした
• プラグインサービスがビジー
• プラグインサービスへの接続に失敗した
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB2328-E
The connection with the connected host terminated.
接続先ホストとの通信が中断されました
プラグイン API で以下のエラーが発生しました。
• プラグインサービスとの通信が切断された
（S）

KAVB2331-W
A message could not be acquired from the catalog file.
カタログファイルからメッセージを取得できませんでし
た。カタログファイルが破損しているおそれがあります。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
環境変数 LANG を変更してコマンドを再実行してく
ださい。解決しない場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者へ連絡してください。

KAVB2332-E
Memory allocation failed due to insufficient memory.
メモリー不足のため領域の確保に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。

コマンドの処理を中断します。
（O）
接続先ホストの JP1/Base が起動しているか確認して

（O）
メモリー不足を解消したあとで，再実行してくださ
い。

ください。

KAVB2333-E
catopen() API failed. Error number: エラーコード
カタログファイルのオープンに失敗しました。
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KAVB2334-W 〜 KAVB2402-W

（ S）
jcocmddel コマンドは実行されません。
（O）
UNIX の場合，/opt/jp1base/lib/nls ディレク
トリ以下にカタログファイルがあるか，確認してくだ
さい。

KAVB2334-W
An attempt to initialize an individual trace log has failed.
Processing will continue without logging messages.
個別トレースログの初期化に失敗しました。ログメッセー
ジなしで処理を継続します
ログ出力処理の初期化に失敗しました。
（ S）
ログ出力をしないで処理を継続します。

KAVB2335-W
An attempt to initialize an integrated trace log has
failed. Processing will continue without logging
messages.
統合トレースログの初期化に失敗しました。ログメッセー
ジなしで処理を継続します

コマンドを実行してすべてのサービスが起動している
か確認したあと，再度実行してください。

KAVB2339-E
An attempt to delete the commands has failed. Try again.
コマンド削除処理に失敗しました。再度実行してください
コマンド削除処理中にエラーが発生しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB2356-E
The value for the logical 論理ホスト名 is invalid.
論理ホストの値が不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-h オプションで指定した論理ホスト名を確認してく
ださい。

ログ出力処理の初期化に失敗しました。
（ S）
ログ出力をしないで処理を継続します。

KAVB2336-E
The specified host to be connected is not subject to
configuration management.
指定された接続先ホストは構成管理対象ではありません
接続先ホストが管理対象外のため，接続できませんでし
た。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-s オプションで指定した接続先ホスト名を確認して
ください。

KAVB2337-E
A reply was not returned during communication
processing at the host where the jcocmddel command was
executed.
jcocmddelコマンドを実行したホストの通信処理時に応答
が返りませんでした
通信処理中に接続先ホストとの通信に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドを実行したホストで，jbs_spmd_status
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KAVB2401-I
The logs of commands executed are not displayed for a
setup which do not save them.
コマンド実行履歴は設定により保存されていないため表示
しません
コマンド実行履歴は，設定により保存されていません。
（S）
コマンドの処理を継続します。
（O）
コマンド実行履歴を保存したい場合は，JP1/IM が存
在するホスト上で次のコマンドを実行してください。
jcocmddef -actresult ON

KAVB2402-W
[ホスト名]The execution time of command execution
exceeded the regulation value (数値 sec)
[ホスト名] コマンド実行の実行時間が数値秒を超えました
実行中のコマンドの実行時間が規定値を超えました。
（S）
コマンドの実行を継続します。
（O）
実行中のコマンドが何らかの理由で処理に長時間が掛
かっています。jcocmdshow コマンドを使用してコ
マンドの内容を確認し，jcocmddel コマンドを使用
して実行中のコマンドを削除してください。

KAVB2500-E 〜 KAVB2508-E

KAVB2500-E
An attempt to open a catalog file has failed. A default
message is used.
カタログファイルのオープンに失敗しました。デフォルト
メッセージを使用します
メッセージリソースの読み込み処理に失敗しました。
（S ）

処理を中断します。
（O）
ホストグループファイルが存在するか確認してくださ
い。

KAVB2505-E
The host group name is not defined.
ホストグループ名が定義されていません

処理を中断します。
（O）
再インストールしてください。

KAVB2501-E
A value is invalid. (option = オプション名 値)
値が不正です。オプション:オプション名 値
表示されたオプションと値が不正です。
（S）
処理を中断します。
（O）
正しいオプションおよび値を指定してください。

KAVB2502-E
A value is invalid. The option [-host: logical host name (
ホスト名)] is too long.
値が不正です。オプション:-host: 論理ホスト名(ホスト名)
が長すぎます
論理ホスト名が長過ぎます。
（S ）

ホストグループファイル内でホストグループ名が定義され
ていません。
（S）
処理を中断します。
（O）
ホストグループファイル中のホストグループ名が正し
く指定されているか確認してください。

KAVB2506-E
The format is invalid. (line = 行番号)
フォーマットが不正です。 line:行番号
ホストグループファイルのフォーマットが不正です。
（S）
処理を中断します。
（O）
ホストグループファイルの文法に誤りがあります。以
下の点を確認してください。
• ホストグループの定義で「{」および「}」が正しく
記述されているか
• ホストグループの定義で「{」を記載する前にホス

処理を中断します。
（O）
論理ホスト名は 255 文字以下で指定してください。

トグループ名を複数記載していないか
ホストグループファイルの文法の誤りを修正してか
ら，再実行してください。

KAVB2503-E

KAVB2507-E

The logical host ホスト名 does not exist on this host.
論理ホスト(ホスト名)はこのホストには存在しません

The group name グループ名 is too long.
グループ名(グループ名)が長すぎます

指定された論理ホストは存在しません。

ホストグループファイルで指定したグループ名が長過ぎま
す。

（S）
処理を中断します。
（O）
存在する論理ホスト名を指定してください。

KAVB2504-E

（S）
処理を中断します。
（O）
グループ名は 32 文字以下で指定してください。

KAVB2508-E

The host group file ファイル名 cannot be opened.
ホストグループファイル(ファイル名)がオープンできませ
ん。

Access permission is lacking.
アクセス権限がありません

指定したホストグループファイルが見つかりません。

共通定義アクセス時に権限エラーが発生しました。

（S ）

（S）
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KAVB2509-E 〜 KAVB2515-E

処理を中断します。
（O）
環境が不正です。JP1/Base を再インストールしてく
ださい。

KAVB2509-E
The host name ホスト名 is too long.
ホスト名(ホスト名)は長すぎます

（S）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

ホスト名が長過ぎます。
（ S）
処理を中断します。
（O）
ホスト名は 255 文字以下で指定してください。

KAVB2510-E
The value is invalid. The option [-group: group file name
(ファイル名)] is too long.
値が不正です。オプション: -group: グループファイル名(
ファイル名)が長すぎます
ホストグループファイル名が長過ぎます。
（ S）
処理を中断します。
（O）
グループファイル名は最大 1,023 文字です。ファイル
名を変更して再実行してください。

KAVB2511-E
An error occurred at the API of the common definition.
(Access permission was lacking.)
共通定義APIでエラーが発生しました（アクセス権限があ
りません）
共通定義アクセス時にエラーが発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB2512-E
An error occurred at the API of the common definitions.
(No entry was found.)
共通定義APIでエラーが発生しました（エントリが見つか
りません）
共通定義アクセス時にエラーが発生しました。
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KAVB2513-E
An error occurred at the API of the common definitions.
(An invalid parameter was used.)
共通定義APIでエラーが発生しました（不正パラメータが
使用されました）
共通定義アクセス時にエラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB2514-E
An error occurred at the API of the common definitions.
(An internal error occurred.)
共通定義APIでエラーが発生しました（内部エラーが発生
しました）
共通定義アクセス時にエラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB2515-E
An error occurred at the API of the common definitions.
(An initialization error occurred.)
共通定義APIでエラーが発生しました（初期化エラーが発
生しました）
共通定義アクセス時にエラーが発生しました。
（S）

KAVB2516-E 〜 KAVB2523-E

処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB2516-E

KAVB2519-E
The specified host name (ホスト名) is too long.
指定されたホスト名が長すぎます(ホスト名)
指定したホスト名が長過ぎます。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
指定した論理ホスト名が正しいか確認してください。

An error occurred at the API of the common definitions.
(A logic conflict occurred.)
共通定義APIでエラーが発生しました（論理矛盾が発生し
ました）

The specified logical host (ホスト名) does not exist.
指定された論理ホストがありません(ホスト名)

共通定義アクセス時にエラーが発生しました。

指定した論理ホストが設定されていません。

（S ）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。
• システムのリソース・メモリーが十分に確保されて
いること
• OS は正常に運用されていること
解決しない場合は，資料採取ツールを使用して資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB2520-E

（S）
コマンドを実行しません。
（O）
指定した論理ホスト名が正しいか確認してください。

KAVB2521-E
The specified directory (ディレクトリ名) does not exist.
指定されたディレクトリがありません(ディレクトリ名)
指定したディレクトリが見つかりません。

KAVB2517-E
Super user privilege is required to execute the command.
コマンドを実行するためには管理者権限が必要です
コマンドを実行するユーザーに権限が不足しています。
（S ）
処理を中断します。
（O）
Administrators 権限または root 権限を持つユーザー
で実行してください。

KAVB2518-E
The specified directory path (ディレクトリ名) is too long.
指定されたディレクトリパスが長すぎます(ディレクトリ
名)
指定したディレクトリパスが長過ぎます。
（S ）
コマンドを実行しません。
（O）
コマンド実行履歴ファイルの保存先ディレクトリのパ
スを短くしてください。

（S）
コマンドを実行しません。
（O）
コマンド実行履歴ファイルの保存先ディレクトリ名を
確認してください。

KAVB2522-W
The command-execution log file for the executed
command does not exist.
コマンド実行のコマンド実行履歴ファイルがありません
［コマンド実行］画面から実行されたコマンドの履歴があ
りません。
（S）
［コマンド実行］画面から実行されたコマンドの履歴
は出力されません。
（O）
［コマンド実行］画面からのコマンド実行後，再実行
してください。

KAVB2523-E
The command-execution log file for the executed
command cannot be opened.
コマンド実行のコマンド実行履歴ファイルがオープンでき
ません
［コマンド実行］画面から実行されたコマンドの履歴ファ
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KAVB2524-W 〜 KAVB2528-E

構築・運用ガイド

イルがオープンできません。
（ S）
［コマンド実行］画面から実行されたコマンドの履歴
は出力されません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• コマンド実行履歴ファイルの保存先のパーミッショ
ンが適切かどうか確認してください。
• コマンド実行履歴ファイルが壊れているおそれがあ
ります。コマンド実行履歴ファイルの状態の確認方
法，および回復方法については，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム
構築・運用ガイド

24.5 (4) コマンド実行履歴ファ

イルが壊れている場合」を参照してください。
コマンド実行履歴ファイルの状態が正常だった場
合，JP1/IM の資料採取ツールを実行し，システム
管理者に連絡してください。

KAVB2524-W
The command-execution log file for the automatic action
does not exist.
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルがありません
自動アクションで実行されたコマンドの履歴がありませ
ん。
（ S）
自動アクションで実行されたコマンドの履歴は出力さ
れません。
（O）
自動アクションの実行後，再実行してください。

KAVB2525-E
The command-execution log file for the automatic action
cannot be opened.
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルがオープンで
きません
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルがオープンで
きません。
（ S）
自動アクションで実行されたコマンドの履歴は出力さ
れません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• コマンド実行履歴ファイルの保存先のパーミッショ
ンが適切かどうか確認してください。
• コマンド実行履歴ファイルが壊れているおそれがあ
ります。コマンド実行履歴ファイルの状態の確認方
法，および回復方法については，マニュアル
「JP1/Integrated Management - Manager システム
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24.5 (4) コマンド実行履歴ファ

イルが壊れている場合」を参照してください。
コマンド実行履歴ファイルの状態が正常だった場
合，JP1/IM の資料採取ツールを実行し，システム
管理者に連絡してください。

KAVB2526-W
Reading of the command-execution log file was
interrupted.
コマンド実行履歴ファイルの読込が中断されました
ほかの処理によって，コマンド実行履歴ファイルに排他が
行われたため，読み込み処理を中断しました。
（S）
コマンド実行履歴の出力を中断します。
（O）
以下の処理が実行されていないかを確認し，
jcocmdlog コマンドを再実行してください。
• 自動アクションの実行
• ［コマンド実行］画面からのコマンド実行
• ほかの jcocmdlog コマンドの実行

KAVB2527-E
An attempt to read the command-execution log file has
failed.
コマンド実行履歴ファイルの読込に失敗しました
コマンド実行履歴ファイルの読み込み中にエラーが発生し
たため，処理を中止しました。
（S）
コマンド実行履歴の出力を中止します。
（O）
コマンド実行履歴ファイルが壊れているおそれがあり
ます。コマンド実行履歴ファイルの状態の確認方法，
および回復方法については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド

24.5 (4) コマンド実行履歴ファイルが壊

れている場合」を参照してください。
コマンド実行履歴ファイルの状態が正常だった場合，
JP1/IM の資料採取ツールを実行し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB2528-E
The date is invalid.(日時)
日時の指定が不正です（日時）
指定された日時に誤りがあります。次の点を確認してくだ
さい。
• 日付誤り：カレンダーにない日を指定している。
• 時刻誤り：時・分・秒に不適切な値を指定している
（時：00 〜 23 分：00 〜 59 秒：00 〜 59）。
（S）
コマンドを実行しません。

KAVB2529-E 〜 KAVB2538-E

（O）
日時の形式 (YYYYMMDDhhmmss) に適切な値を指
定して，再実行してください。

ださい。

KAVB2535-E

KAVB2529-E

The number of arguments is invalid.
引数の数が不正です。

The range specified for the date is invalid.
日時の範囲指定が不正です

オプションの引数が正しくありません。

開始日時に終了日時よりもあとの日時が指定されていま
す。
（S ）
コマンドを実行しません。
（O）
開始日時に終了日時よりも前の日時を指定して，再実
行してください。

KAVB2530-I
The jcocmdconv command started.
jcocmdconvコマンドを起動しました。
jcocmdconv コマンドの処理を開始しました。
（S）
コマンドを実行します。

KAVB2531-I
jcocmdconvコマンドは終了しました。[リターンコード]
The jcocmdconv command terminated. (return code = リ
ターンコード)
jcocmdconv コマンドが終了しました。
（S）
コマンド処理が完了しました。

KAVB2532-I
The user cancelled the conversion of the
command-execution log file.
コマンド実行履歴ファイルの変換をキャンセルしました。
jcocmdconv コマンドの処理がユーザーによって停止さ
れました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。

KAVB2534-E
The specified option オプション名 is invalid.
不正なオプション[オプション名]が指定されました。
コマンドラインで指定したオプションが不正です。
（S ）

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいオプションを指定し，コマンドを再実行してく
ださい。

KAVB2536-E
The option オプション名 is specified more than once.
[オプション名]オプションが複数指定されています。
一度しか指定できないオプションが複数指定されていま
す。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいオプションを指定し，コマンドを再実行してく
ださい。

KAVB2537-E
The value for the option オプション名 is not specified.
[オプション名]オプションの値が不正です。
指定されたオプションの値が不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいオプションを指定し，コマンドを再実行してく
ださい。

KAVB2538-E
The directory does not exist. (directory-path = ディレクト
リ名)
[ディレクトリ名]ディレクトリは存在しません。
指定された実行元，または実行先ディレクトリは存在しま
せん。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいディレクトリパスを指定し，コマンドを再実行
してください。

コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいオプションを指定し，コマンドを再実行してく
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KAVB2539-E 〜 KAVB2546-E

KAVB2539-E

KAVB2543-E

The specified directory is too long. (directory-path = ディ
レクトリ名)
指定されたディレクトリパスは長すぎます。[ディレクト
リ名]

Command execution will now stop because memory is
insufficient.
メモリ不足のためコマンドの実行を中断します。
メモリーを確保する際にエラーが発生しました。

指定されたディレクトリは長過ぎます。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいディレクトリパスを指定し，コマンドを再実行
してください。

KAVB2540-E
The specified logical host does not exist.
(logical-host-name = 論理ホスト名)
指定した論理ホスト[論理ホスト名]は存在しません。
論理ホスト名が不正か，存在しません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
論理ホストの共通定義情報の設定に問題があります。
論理ホストの設定を確認し，必要な場合は，論理ホス
トの再設定をしてください。

KAVB2541-E
The specified logical host name is too long.
(logical-host-name = 論理ホスト名)
指定された論理ホスト名[論理ホスト名]は長すぎます。
指定された論理ホスト名が長過ぎます。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-h オプションで指定した論理ホスト名を確認してく
ださい。

KAVB2542-E
Superuser permissions are required to execute the
command.
コマンドを実行するにはスーパユーザ権限が必要です。
実行ユーザーに管理者権限がありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
Administrators 権限または root 権限を持つユーザー
で実行してください。
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（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
メモリーを使用しているほかのプログラムを停止し，
コマンドを再実行してください。

KAVB2544-E
Command execution will now stop because disk space is
insufficient.
ディスク容量が不足しているためコマンドの実行を中断し
ます。
実行先ディレクトリパスでディスク容量が不足していま
す。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディスク容量を空け，コマンドを再実行してくださ
い。

KAVB2545-E
The user does not have access permission for the file ファ
イル名.
ファイル[ファイル名]のアクセス権がありません。
コマンド実行履歴ファイルへのアクセス権限がないため，
コマンドを実行できません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンド実行履歴ファイルへのアクセス権限があるか
確認してください。

KAVB2546-E
The jcocmdconv command was interrupted.
jcocmdconvコマンドが中断されました。
コマンドの処理が中断されました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドを再実行してください。

KAVB2547-E 〜 KAVB2554-Q

KAVB2547-E

KAVB2551-W

Another jcocmdconv command is already running.
他のjcocmdconvコマンドが実行中です。

The command-execution log file for the executed
command does not exist.
コマンド実行のコマンド実行履歴ファイルがありません。

jcocmdconv コマンドの処理は，ほかの jcocmdconv コ
マンドが同じ論理ホストで実行されているため，停止しま
した。
（S ）
コマンドの処理を中断します。

旧形式の［コマンド実行］画面から実行されたコマンドの
履歴が存在しないため，変換をしません。
（S）
［コマンド実行］画面から実行されたコマンド実行履
歴ファイルの変換はしません。

（O）
jcocmdconv コマンドがすでに起動していないか確

KAVB2552-W

認してください。

The command-execution log file for the automatic action
does not exist.
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルがありませ
ん。

KAVB2548-I
The specified file ファイル名 contains no data to be
converted.
指定されたファイル[ファイル名]には変換対象のデータが
存在しません。
指定された実行履歴ファイルに有効なレコードがありませ
ん。
（S ）
コマンドの処理を中断します。

KAVB2549-E
The source file ファイル名 could not be deleted.
旧形式のファイル[ファイル名]を削除できませんでした。
指定された旧形式のコマンド実行履歴ファイルは変換後に
削除できませんでした。
（S ）
実行先ファイルを削除しないでコマンドの処理が完了
しました。
（O）
旧形式のコマンド実行履歴ファイルへのアクセス権限
があるか確認してください。

KAVB2550-E
A file with the name of the command-execution log file
after conversion (ファイル名) already exists.
変換後のコマンド実行履歴ファイル[ファイル名]は既に存
在します。
指定されたパスに変換後のコマンド実行履歴ファイルが存
在したため，コマンドを実行できませんでした。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したパスのコマンド実行履歴ファイルを削除する
か，異なるパスを指定してコマンドを再実行してくだ
さい。

自動アクションのコマンド履歴ファイルが存在しないた
め，変換をしません。
（S）
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルの変換は
しません。

KAVB2553-Q
Do you want to convert the command-execution log file?
[Y/y or N/n] ->
コマンド実行履歴ファイルを変換しますか？[Y/yまたはN/
n] ->
コマンド実行履歴ファイルを処理するための確認メッセー
ジです。
（S）
コマンドの処理は，ユーザーの応答待ちで停止しま
す。
（O）
コマンドの処理を続行するには Y/y を指定してくだ
さい。コマンド処理を停止するためには N/n を指定
してください。

KAVB2554-Q
Do you want to delete the old-format command-execution
log file ファイル名? [Y/y or N/n] ->
旧形式のコマンド実行履歴ファイル[ファイル名]を削除し
ますか？[Y/y or N/n] ->
コマンド実行履歴ファイルを削除するための確認メッセー
ジです。
（S）
コマンドの処理は，ユーザーの応答待ちで停止しま
す。
（O）
旧形式のコマンド実行履歴ファイルを削除して処理を
続行するためには，Y/y を指定してください。旧形
式のコマンド実行履歴ファイルを削除しないで，処理
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KAVB2555-W 〜 KAVB2564-E

を継続するためには N/n を指定してください。

KAVB2555-W
An attempt to initialize the HNTR library has failed.
Processing will continue without logging messages.
統合トレースライブラリの初期化に失敗しました。メッ
セージのログ出力なしで処理を継続します。

KAVB2560-W
Log directory information could not be obtained from the
common configuration definition of the logical host 論理
ホスト名. Processing will continue without logging
messages.
論理ホスト[論理ホスト名]の共通定義情報からログディレ
クトリ情報を取得できません。処理はメッセージをログ出
力しないで続きます。

HNTRLib2 の初期化に失敗しました。
（ S）
ログを出力しないでコマンドを続行します。

KAVB2556-W
An attempt to initialize an individual trace log has failed.
Processing will continue without logging messages.
個別トレースログの初期化に失敗しました。メッセージの
ログ出力なしで処理を継続します。
個別トレースログの初期化に失敗しました。
（ S）
ログを出力しないでコマンドを続行します。

KAVB2557-W
An attempt to initialize integrated and individual trace
logs has failed. Processing will continue without logging
messages.
統合および個別トレースログの初期化に失敗しました。
メッセージのログ出力なしで処理を継続します。
HNTRLib2 の初期化に失敗しました。
（ S）
ログを出力しないでコマンドを続行します。

KAVB2559-E
The contents of the common configuration definition are
corrupted. The 論理ホスト名¥¥JP1BASE key does not
exist.
共通定義情報が壊れています。[論理ホスト名
¥¥JP1BASE]キーがありません。
共通定義キー「JP1BASE」がありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
環境が不正です。JP1/Base を再インストールしてく
ださい。

共通定義情報からログディレクトリの情報を取得するのに
失敗しました。
（S）
ログを出力しないでコマンドの処理を実行します。

KAVB2561-W
Log settings information could not be obtained from the
common configuration definition of the logical host 論理
ホスト名. Processing will continue without logging
messages.
論理ホスト[論理ホスト名]の共通定義情報からログ設定情
報を取得できません。処理はメッセージをログ出力しない
で続きます。
共通定義情報からログディレクトリの取得に失敗しまし
た。
（S）
ログを出力しないでコマンドの処理を実行します。

KAVB2563-E
An attempt to get user input has failed.
入力の受信に失敗しました。
標準出力からユーザー確認の取得に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドを再実行してください。再実行しても解決し
ない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVB2564-E
An attempt to initialize the common definition
information has failed.
共通定義情報の初期化に失敗しました。
共通定義情報の初期化に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
製品が正しくインストールされているか確認してくだ
さい。解決しない場合は，
システム管理者に連絡してください。
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KAVB2565-E 〜 KAVB2608-E

KAVB2565-E

KAVB2606-E

An error occurred during command processing.
コマンドの処理中にエラーが発生しました。

The automatic-action request コマンド名 was rejected
because the maximum number of processing requests
was exceeded. (host that made the execution request = ホ
スト名, process = プロセス名, pid = プロセスID)
処理可能な上限を超えたため、自動アクション要求（[コ
マンド名]）を拒否しました。実行要求元ホスト:[ホスト名
] プロセス[プロセス名] pid=[プロセスID]

処理中に次のどれかのエラーが発生しました。
• 共通定義を読み込めない
• 実行元ファイルのオープンまたは読み込みができない
• 処理中に使用した lck ファイルの作成または削除に失
敗した
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
Jischk コマンドでコマンド実行履歴ファイルが破損
していないか確認してください。解決しない場合は，
資料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連
絡してください。

KAVB2566-E
Execute the command from the administrator console.
管理者コンソールよりコマンドを実行してください
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

KAVB2600-I
New [プロセス名] Process with PID:[プロセスID] is
created.
新規[プロセス名]プロセスを作成しました。PID:[プロセ
スID].
プロセス名プロセスを作成しました。

KAVB2605-E
The request to execute the command was rejected
because the number of connected hosts to be managed
has reached the maximum. (host = ホスト名)
管理するホスト接続数が上限値に達したため、コマンド実
行要求を拒否しました。ホスト:[ホスト名]
管理しているホスト間の接続が，製品の安全処理数として
設定している上限を超えました。
（S ）
コマンド実行要求は拒否されます。

プロセスが処理しているコマンド数が，製品の安全処理数
として設定している上限を超えました。自動アクション要
求は，システムによって設定されている制限値を下回る数
になるまで処理されません。
（S）
自動アクション要求は破棄されます。
（O）
• jcocmdshow コマンドと jcocmddel コマンドを
使用して現在実行中のコマンドを確認し，重要でな
いコマンドを削除してください。
• 実行先ホストへのネットワーク接続が機能している
か確認してください。

KAVB2607-E
The command-execution request コマンド名 was rejected
because the maximum number of processing requests
was exceeded. (host that made the execution request = ホ
スト名, process = プロセス名, pid = プロセスID)
処理可能な上限を超えたため、コマンド実行要求（[コマ
ンド名]）を拒否しました。実行要求元ホスト:[ホスト名]
プロセス:[プロセス名] pid= [プロセスID]
プロセスが処理しているコマンド数が，製品の安全処理数
として設定している上限を超えました。コマンド実行要求
は，システムによって設定されている制限値を下回る数に
なるまで処理されません。
（S）
コマンド実行要求は破棄されます。
（O）
• jcocmdshow コマンドと jcocmddel コマンドを
使用して現在実行中のコマンドを確認し，重要でな
いコマンドを削除してください。
• 実行先ホストへのネットワーク接続が機能している
か確認してください。

KAVB2608-E
The process プロセス名 with the pid プロセスID
terminated abnormally. (return code = リターンコード)
[プロセス名]プロセス, pid [プロセスID]が異常終了しまし
た。リターンコード:[リターンコード]

（O）
jcocmdshow コマンドと jcocmddel コマンドを使
用して現在実行中のコマンドを確認し，重要でないコ
マンドを削除してください。

システムでエラーが発生したため，プロセスが異常終了し
ました。
（S）
プロセス名が以下の場合，コマンド実行制御を異常終
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KAVB2609-I 〜 KAVB2616-E

了します。
• jcocmd

コマンドを再実行してください。

• jcocmdexe

KAVB2614-E

• jcocmdcom

An attempt to load the message file has failed.
メッセージファイルのロードに失敗しました。

プロセス名が以下の場合，各クライアントの以降のコ
マンド処理を停止します。
• jcocmdapi
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• JP1/Base が正常にインストールされているか。
• OS が正常に動いているか。

カタログファイルのオープンに失敗しました。
（S）
コマンド実行制御は終了します。
（O）
以下のファイルが存在することを確認してください。
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取して
システム管理者に連絡してください。
• Windows の場合：メッセージ DLL ファイル

KAVB2609-I
The process プロセス名 with the pid プロセスID has
started.
[プロセス名]プロセス, pid [プロセスID]が開始しました。

（Jcocmdmsg.dll）
• UNIX の場合：メッセージカタログファイル
（Jcocmdmsg.cat）

KAVB2615-E
プロセス名プロセスを開始しました。

KAVB2610-I
The process プロセス名 with the pid プロセスID finished
normally.
[プロセス名]プロセス, pid[プロセスID]が正常終了しまし
た。
プロセス名プロセスが正常終了しました。

KAVB2611-E
An attempt to create the process プロセス名 has failed.
[プロセス名]プロセスの作成に失敗しました。
プロセスの生成に失敗しました。
（ S）
システム制限または内部エラーによってプロセスは開
始できませんでした。
（O）
システムのリソースが不足していないか確認してくだ
さい。解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採
取してシステム管理者に連絡してください。

KAVB2613-E
An attempt to allocate memory has failed. (process = プ
ロセス名, pid = プロセスID)
メモリの確保に失敗しました。 プロセス[プロセス名]
,pid= [プロセスID]
メモリの確保に失敗しました。
（ S）
システムは処理を続行します。
（O）
メモリーを使用しているほかのプログラムを停止し，
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An attempt to execute the command コマンド名 failed
due to a memory shortage. (error code = エラーコード)
メモリ不足のため[コマンド名]コマンドの実行に失敗しま
した。要因コード（エラーコード）
メモリ不足のため，コマンドの実行に失敗しました。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• コマンド実行のために必要なメモリ，他システムリ
ソースが十分にあるか。

KAVB2616-E
An attempt to execute the command コマンド名 has
failed. (pid = プロセスID). (内部メッセージ)
[コマンド名]コマンドの実行に失敗しました。pid= [プロ
セスID]。[内部メッセージ]
コマンドが存在しないか，リソース不足以外の原因でコマ
ンドの実行に失敗しました。
（S）
コマンドを実行しません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• コマンドを実行するために適切な権限があるか。

KAVB2618-E 〜 KAVB2627-E

KAVB2618-E
An internal error occurred while processing the results.
結果処理中に内部エラーが発生しました。
コマンドの実行結果処理中にエラーが発生しました。これ
はコマンドの実行要求元ホストで発生します。
（S ）
コマンド実行結果は ISAM データベースにログ出力
されません。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• コマンド実行を要求するホストにリソースが十分に
あるか。

KAVB2619-E
An attempt to initialize the log has failed. (function name
= 関数名, error code = エラーコード)
ログの初期化に失敗しました。関数名：[関数名]。 エラー
コード： [エラーコード]
以下のどちらかの原因によって，プロセスの起動中にログ
出力の初期化に失敗しました。
• 共通定義パラメータが見つからない，または間違ってい
る。
• 大量のプロセスが同時実行中である。
（S）
ログは出力されませんが，コマンド実行制御は処理を
続行します。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• 同時実行しているコマンド数を減らしてください。

KAVB2620-E
An error occurred during startup of the process プロセス
名. (内部メッセージ)
[プロセス名]プロセスの起動時にエラーが発生しました。[
内部メッセージ]
以下のどれかの原因によって，サービスの起動中にエラー
が発生しました。
• 環境変数 JP1_HOSTNAME の長さが 256 文字を超えてい
る。
• プロセスの起動時に十分なリソースがない。
• サービス起動中に内部エラーが発生した。
（S ）
サービスは異常終了します。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡

してください。
• 環境変数の長さを 255 文字以内で指定しているか。
• コマンド実行のために必要なメモリ，他システムリ
ソースが十分にあるか。

KAVB2621-E
An attempt to acquire the message from the message file
has failed.
メッセージファイルからメッセージの取得に失敗しまし
た。
カタログファイルからメッセージを取得できませんでし
た。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
以下のファイルが存在することを確認してください。
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取して
システム管理者に連絡してください。
• Windows の場合：メッセージ DLL ファイル
（Jcocmdmsg.dll）
• UNIX の場合：メッセージカタログファイル
（Jcocmdmsg.cat）

KAVB2623-E
The command cannot be forwarded to the host ホスト名
because the command length is 数値 bytes or more. This
length is not supported by the earlier JP1/Base version
on the host. (process = プロセス名, pid = プロセスID).
転送先ホスト[ホスト名]にコマンドを転送できません。送
信先のJP1/Baseは[数値]バイト以上のコマンドに対応して
いません。(プロセス = プロセス名, pid = プロセスID)。
実行先ホストにインストールされている JP1/Base のバー
ジョンは指定されたコマンド長をサポートしていません。
（S）
コマンドは実行されません。
（O）
コマンドの実行先に指定したホストの，JP1/Base の
バージョンを確認してください。JP1/Base 08-00 以
降がインストールされている必要があります。

KAVB2627-E
The jcocmdconv command is accessing the command
execution log file.
jcocmdconvコマンドがコマンド実行履歴ファイルにアク
セスしています。
jcocmdconv コマンドの実行中に jcocmdapi プロセス
の起動が行われました。
（S）
jcocmdapi プロセスは停止します。
（O）
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KAVB2628-E 〜 KAVB3007-E

jcocmdconv コマンドが実行されていないか確認し
てください。jcocmdconv コマンドの実行は JP1/
Base が停止した状態で実行してください。

KAVB2628-E
Reception of the command was rejected because it
exceeds the maximum length of 4096 bytes.
指定したコマンドの長さが上限値(4096バイト)を超えてい
るため，コマンドの受け付けを拒否します。
4,096 バイトを超えたコマンド要求を受信しました。

KAVB3003-E
HNTRLib Initialize fail. bslog NULL.
メッセージ出力の初期化に失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して
ください。

（ S）
コマンドは実行されません。
（O）

KAVB3004-E
HNTRLib Initialize fail.

［コマンド実行］画面で指定したコマンド，自動アク
ションで指定されるコマンドの長さを確認してくださ
い。

5.5.3

義されているか確認してください。

構成管理に関する
メッセージ
（KAVB3001 〜
KAVB3200）

注意事項
メッセージ一覧に示すメッセージ以外にも，内部エ
ラーメッセージなどのメッセージ ID 付きメッセージ
が出力されます。

KAVB3001-E
Fail to get conf directory path. jp1BsCnfGetStringValue
fail.
共通定義から conf ディレクトリパスが取得できませんで
した。
（ S）
処理を終了します。
（O）
共通定義に JP1/Base の conf ディレクトリパスが定

メッセージ出力の初期化に失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して
ください。

KAVB3005-E
Fail to open message file.
メッセージファイルのオープンに失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
UNIX の場合，/opt/jp1base/lib/nls ディレク
トリ下にカタログファイルがあるか，確認してくださ
い。

KAVB3006-E
Fail to load resource.
メッセージファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。

義されているか確認してください。
（O）

KAVB3002-E

JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して

Fail to get log directory path. jp1BsCnfGetStringValue
fail.

ください。

共通定義から log ディレクトリパスが取得できませんで

KAVB3007-E
Fail to load catalog file.

した。
（ S）
処理を終了します。
（O）
共通定義に JP1/Base の log ディレクトリパスが定
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メッセージファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）

KAVB3008-E 〜 KAVB3017-E

UNIX の場合，/opt/jp1base/lib/nls ディレク

KAVB3013-I

トリ下にメッセージファイル（jbsrt.cat）がある

Failed to acquire the port number. The default port
number is used.
ポート番号の取得に失敗しました. デフォルトポートで起
動します

か，また，参照権限が適切か確認してください。

KAVB3008-E
vsprintf error.
メッセージ出力の内部処理でエラーが発生しました。
（S ）
メッセージは出力されません。
（O）
システムのリソースが不足していないか確認してくだ
さい。

KAVB3010-I
Cannot move to the log directory.
ログディレクトリに移動できませんでした。
ログ出力ディレクトリに移動できませんでした。
（S ）
ログディレクトリに移動しません。

ポート番号を取得できませんでした。
（S）
デフォルトポートで起動します。
（O）
services ファイルに構成管理のポート番号がある
か確認してください。

KAVB3015-E
Failed to initialize JP1/IM communication
infrastructure. Terminating.
通信の初期化に失敗しました. 終了します
すでにポートが使用されているなどの原因で，通信の初期
化に失敗しました。
（S）
処理を終了します。

KAVB3011-E
Failed to initialize JP1/IM communication
infrastructure. Error Type = JBS_EJP1HOSTS
通信基盤の初期化に失敗しました. Error Type =
JP1_EJP1HOSTS
通信基盤の初期化に失敗しました。jp1hosts のデータ
に不正があり，読み込みに失敗しました。
（S）
処理を終了します。
（O）

（O）
構成管理のポートがすでに使われていないか確認して
ください。
通信方式に IP バインドを指定している場合，自ホス
トの IP アドレスのうち，無効な IP アドレスが指定
されていないか確認してください。

KAVB3016-E
Failed to create a thread communication to the process
management. Terminating.
プロセス管理との通信スレッドの作成に失敗しました. 終
了します

共通定義の jp1hosts の値を見直してください。
プロセス管理との通信用スレッド作成に失敗しました。

KAVB3012-E
Failed to initialize JP1/IM communication
infrastructure. jp1BsCommInit Error Code = エラーコー
ド. Terminating
通信基盤の初期化に失敗しました. jp1BsCommInit Error
Code = エラーコード. 終了します
通信基盤の初期化に失敗しました。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して
ください。

（S）
構成管理を終了します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認して，再実行し
てください。

KAVB3017-E
jbsspm_getfd function failed. Terminating
jbsspm_getfd 関数が失敗しました. 終了します
通信用ファイルディスクリプタの取得に失敗しました。
（S）
終了します。
（O）
ほかのプログラムを終了してから，再実行してくださ
い。
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KAVB3018-I 〜 KAVB3049-E

KAVB3018-I

KAVB3032-I

jbsroute is running.
構成管理は起動しました

There is not JP1/IM - Console product Information.
JP1/IM - Consoleの製品情報はありません

構成管理の起動が完了しました。
（ S）
構成管理が稼働状態になります。

KAVB3023-I
Reload request was received.
リロード要求を受信しました
プロセス管理からリロード要求を受信しました。
（ S）
リロード処理を開始します。

KAVB3024-I
jbsroute terminate.
構成管理は終了します
構成管理を終了します。
（ S）
構成管理を終了します。

KAVB3025-E
Cannot get JP1_BIND_ADDR. jp1BsCnfGetStringValue
= 関数の戻り値
JP1_BIND_ADDRが取得できませんでした.
jp1BsCnfGetStringValue = 関数の戻り値

JP1/IM の製品種別（JP1/IM - Manager）が取得できませ
ん。
JP1/Base だけがインストールされているマシンでは必ず
出力されます。
（S）
JP1/Base として起動します。
（O）
JP1/Base だけがインストールされているマシンの場
合は無視してください。

KAVB3033-I
JP1/IM - Central Console
JP1/IM - Central Console
JP1/IM - Manager がインストールされています。
（S）
構成管理は JP1/IM - Manager として動作します。

KAVB3034-I
JP1/IM - Satellite Console
JP1/IM - Satellite Console
JP1/IM - Satellite Console がインストールされています。
（S）
構成管理は JP1/IM - Satellite Console として動作し

共通定義の JP1_BIND_ADDR の値が取得できませんでし

ます。

た。
（ S）
「ANY」でバインドします。

KAVB3035-I
JP1/Base
JP1/Base

（O）
共通定義に JP1_BIND_ADDR がないか確認してくだ
さい。

KAVB3031-I
There is no definition of conf directory path for JP1/IM Console.
JP1/IM - Consoleのconfディレクトリの定義はありません
JP1/IM - Manager の conf ディレクトリの定義が取得で
きませんでした。

JP1/Base がインストールされています。
（S）
構成管理は JP1/Base として動作します。

KAVB3049-E
Failed to create communication data.
jbsroute_make_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
通信データの作成に失敗しました. jbsroute_make_rtdata
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明

（ S）
JP1/Base として起動します。
（O）
JP1/Base だけがインストールされているマシンの場
合は無視してください。

通信データの作成に失敗しました。
（S）
処理を継続します。
（O）
メモリー不足でないか確認してください。
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KAVB3050-E 〜 KAVB3056-E

KAVB3050-E
Failed to send communication data.
jbsroute_send_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
通信データの送信に失敗しました. jbsroute_send_rtdata
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
通信データの送信に失敗しました。
（S ）

（O）
次の点を確認してください。
• JP1/Base の下位にホストを定義しないように，構
成定義ファイルを修正してください。
• 論理ホストでこのメッセージが出力された場合は，
論理ホストの設定が完了しているか確認してくださ
い。完了していない場合は，以下のセットアッププ
ログラムで論理ホストのセットアップを行なってく
ださい。
Windows：jp1cohasetup.exe

処理を継続します。
（O）
構成定義で，通信できない下位ホストがないか確認し
てください。

KAVB3051-E
Received configuration distribution request from JP1/
Base
JP1/Baseから定義配布を受信しました
JP1/Base から定義配布を受信しました。JP1/Base だけ
がインストールされているマシンからは定義配布は行えま
せん。
（S）
定義配布を中止します。
（O）
構成定義ファイルの定義で JP1/Base だけがインス
トールされているマシンに下位ホストを定義していな
いか見直してください。

KAVB3052-E
JP1/IM - Central Console received configuration
distribution request from JP1/IM - Satellite Console.
JP1/IM - Central ConsoleがJP1/IM - Satellite Consoleか
ら定義配布を受信しました
構成定義で，JP1/IM - Satellite Console の下に JP1/IM Manager が定義されています。
（S）
該当するホストには定義が配布されません。
（O）
JP1/IM - Satellite Console の下位に JP1/IM Manager を定義しないように，構成定義ファイルを
修正してください。

KAVB3053-E
JP1/Base defines lower-level hosts.
JP1/Baseに下位ホストが定義されています

UNIX：jp1cc_setup_cluster

KAVB3054-E
Failed to get lower-level host in the definition file.
jbsroute_get_under_host Error Code = エラーコード. エ
ラーコードの説明
下位ホスト取得に失敗しました. jbsroute_get_under_host
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
定義ファイルの下位ホスト取得関数に失敗しました。主に
メモリー不足時に発生します。
（S）
該当するホストで，定義の配布などができません。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVB3055-E
Wrong attempt to distribute the configuration definition
to the highest-level host from other host.
他ホストから，最上位ホストに定義配布をしようとしまし
た
最上位ホストとして定義されたホストに，別定義の定義
ファイルが他ホストから送信されました。
（S）
該当するホストで，定義の配布などができません。
（O）
最上位のホストとして定義されているホストには，別
のホストから構成定義を配布できません。いったん最
上位ホストで構成情報を削除した後，定義配布コマン
ドを実行してください。

KAVB3056-E
Failed to get upper-level host. jbsroute_get_parent_host
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
上位ホスト取得に失敗しました.
jbsroute_get_parent_host Error Code = エラーコード. エ
ラーコードの説明
上位ホストが取得できませんでした。

構成定義で JP1/Base に下位ホストが定義されています。
（S）
該当するホストには定義が配布されません。

（S）
定義配布などができません。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
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KAVB3057-E 〜 KAVB3080-E

KAVB3057-E
Failed to get lower-level host. jbsroute_get_child_host
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
下位ホスト取得に失敗しました. jbsroute_get_child_host
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
下位ホストが取得できませんでした。
（ S）
定義配布などができません。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVB3059-E
Failed to write data to configuration information file.
jbsroute_write_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
構成情報ファイルの書き込みに失敗しました.
jbsroute_write_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
構成定義ファイルの書き込みに失敗しました。
（ S）
定義配布などができません。

（O）
メモリーが不足していないか確認してください。

KAVB3074-E
Failed to delete configuration information file.
jbsroute_del_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
構成情報ファイルの削除に失敗しました.
jbsroute_del_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
構成定義ファイルを削除できませんでした。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
conf/route/ ディレクトリ以下に書き込み権限があ
るか確認してください。

KAVB3078-E
Failed to communication initialization.
jbsroute_send_rtdata_init Error Code = エラーコード. エ
ラーコードの説明
通信の初期化に失敗しました. jbsroute_send_rtdata_init
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明

（O）
conf/route/ ディレクトリ以下に書き込み権限があ
るか確認してください。

KAVB3060-E
Failed to send communication data.
jbsroute_send_rtdata_hosts Error Code = エラーコード.
エラーコードの説明
通信データの送信に失敗しました.
jbsroute_send_rtdata_hosts Error Code = エラーコード.
エラーコードの説明
通信データの送信に失敗しました。
（ S）
送信先ホストの定義配布などができません。
（O）
送信先ホストで JP1/Base が起動しているか確認して
ください。また，そのホストから通信できるか確認し
てください。

KAVB3073-E
Failed to get lower-level host information.
jbsrt_getunderhost Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
下位ホスト取得に失敗しました. jbsrt_getunderhost Error
Code = エラーコード. エラーコードの説明
下位ホストが取得できませんでした。
（ S）
構成管理コマンドを終了します。
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通信の初期化に失敗しました。
（S）
jbsrt_distrib コマンド，または jbsrt_sync コ
マンドを終了します。
（O）
通信先のホストと通信できるか確認してください。

KAVB3079-E
Failed to receive communication data.
jbsroute_recv_rtdata Error Code = エラーコード. エラー
コードの説明
通信データの受信に失敗しました. jbsroute_recv_rtdata
Error Code = エラーコード. エラーコードの説明
通信データの受信に失敗しました。
（S）
jbsrt_distrib コマンド，または jbsrt_sync コ
マンドを終了します。
（O）
送信先ホストでエラーが発生していないか確認してく
ださい。

KAVB3080-E
Failed to open the definition file.
定義ファイルのオープンに失敗しました
定義ファイルのオープンに失敗しました。

KAVB3081-E 〜 KAVB3089-E

（S ）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
構成定義ファイルが conf/route/ ディレクトリに
あるか確認してください。
また，構成定義ファイルに読み込み権限があるか確認
してください。

KAVB3081-E
Memory allocation failed.
メモリ確保に失敗しました
メモリーを確保できませんでした。
（S ）
構成管理は処理を継続します。コマンドは異常終了し
ます。
（O）
メモリーが不足していないか確認してください。

KAVB3082-E
A line with more than two entries exists.
エントリが二つ以上ある行があります
定義ファイルに同じホスト名が複数あります。
（S ）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
構成定義ファイルに同じホストが定義されていないか
確認してください。

KAVB3085-E
Definition of management host is invalid. 管理ホスト名
管理ホストの定義が不正です. 管理ホスト名
定義ファイルの管理ホストの定義が不正です。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
表示された管理ホスト名が，正しく「[」と「]」で囲
まれていることを確認してください。

KAVB3086-E
The host is specified more than once. ホスト名
同一ホストがあります. ホスト名
定義ファイルに同一ホストが複数定義されています。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
同一ホストを複数定義しないように，構成定義ファイ
ルを見直してください。

KAVB3087-E
Managed host does not exist. ホスト名
管理対象ホストがありません. ホスト名
管理対象ホストがない管理ホストが定義されています。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。

KAVB3083-E
No entries in a line.
エントリが一つもありません
定義ファイルにホスト名が 1 行もありません。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
構成定義ファイルを確認してください。

KAVB3084-E
Length of host name exceeds 256 characters. ホスト名
ホスト名が256文字以上あります. ホスト名
定義ファイルのホスト名が 256 文字以上あります。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。

（O）
構成定義ファイルを見直し，管理ホストに管理対象ホ
ストを記述してください。

KAVB3088-E
The host is in a loop status. ホスト名
ループしています. ホスト名
定義ファイルで階層がループしている定義があります。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
構成定義ファイルを見直し，ループしているシステム
構成を修正してください。

KAVB3089-E
The highest-level host is different. ホスト名 ホスト名
最上位ホストが異なっています. ホスト名 ホスト名

（O）
ホスト名が 255 文字以下になるように，構成定義
ファイルを見直してください。

定義ファイルに最上位ホストが二つ以上定義されていま
す。
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KAVB3090-E 〜 KAVB3098-E

（ S）
jbsrt_distrib コマンドを終了します。
（O）
構成定義ファイルを見直し，最上位ホストを一つにし
てください。

KAVB3090-E
Cannot get conf path from common definition.
共通定義からconfパスが取得できません

KAVB3094-I
Failed to acquire the port number. The default port
number is used.
ポート番号の取得に失敗しました. デフォルトポートで起
動します
ポート番号を取得できませんでした。
（S）
デフォルトポートで起動します。
（O）

共通定義から conf パスが取得できませんでした。
（ S）
構成管理，またはコマンドを終了します。
（O）
共通定義に，JP1/Base の conf ディレクトリが定義

services ファイルに構成管理のポート番号がある
か確認してください。

KAVB3095-E
Failed to load definition file.
定義ファイルのロードに失敗しました

されているか確認してください。

KAVB3091-E
HNTRLib could not be initialized.
HNTRLib が初期化できませんでした

定義ファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを実行しません。
（O）

メッセージ出力の初期化に失敗しました。
（ S）
メッセージは出力されません。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して

構成定義ファイルが正しい位置に配置されているか確
認してください。

KAVB3096-E
Cannot get the current host name from the definition file.
定義ファイルから自ホストを取得できませんでした

ください。
定義ファイルに自ホストが定義されていません。

KAVB3092-E
HNTRLib could not be initialized.
HNTRLib が初期化できませんでした

（S）
jbsrt_distrib コマンドを実行しません。
（O）

メッセージ出力の初期化に失敗しました。
（ S）
メッセージは出力されません。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して

構成定義ファイルに自ホストを定義してください。

KAVB3097-E
Failed to get the lower-level host name in the definition
file.
下位ホストの取得に失敗しました

ください。

KAVB3093-E

定義ファイルから下位ホストを取得する際にエラーが発生
しました。

No execution authorization.
実行権限がありません

（S）

Administrators 権限がないユーザーで実行しようとしま

（O）

した。
（ S）
処理を実行できません。
（O）
Administrators 権限を持つユーザーで実行してくだ
さい。
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構成管理コマンドを実行しません。

メモリーが不足していないか確認してください。

KAVB3098-E
JP1/Base defines lower-level hosts.
JP1/Baseに下位ホストが定義されています
JP1/Base に下位ホストが定義されています。

KAVB3099-E 〜 KAVB3105-E

KAVB3102-E

（S ）
該当するホストに構成定義を配布しません。
（O）
次の点を確認してください。
• JP1/Base の下位にホストを定義しないように，構
成定義ファイルを修正してください。
• 論理ホストでこのメッセージが出力された場合は，
論理ホストの設定が完了しているか確認してくださ
い。完了していない場合は，以下のセットアッププ
ログラムで論理ホストのセットアップを行なってく
ださい。
Windows：jp1cohasetup.exe
UNIX：jp1cc_setup_cluster

KAVB3099-E
Failed to get the definition data.
定義データの取得に失敗しました
構成定義ファイルの読み込み時に入出力エラーなどが発生
しました。
（S ）
構成管理コマンドを実行しません。

Failed to send the data. Error Code = エラーコード. エ
ラーコードの説明
データ送信に失敗しました. Error Code = エラーコード.
エラーコードの説明
構成管理サーバへのデータ送信に失敗しました。
（S）
jbsrt_distrib，または jbsrt_sync コマンドを
終了します。
（O）
構成管理が起動しているか，メモリー不足が発生して
いないか確認してください。

KAVB3103-E
Failed to receive the data.
データ受信に失敗しました
構成管理サーバからのデータ受信に失敗しました。
（S）
jbsrt_distrib，または jbsrt_sync コマンドは
エラーになります。

（O）
conf/route/ ディレクトリ下に書き込み権限がある
か確認してください。

KAVB3100-E
Failed to create communication data.
通信データの作成に失敗しました
通信データの作成に失敗しました。主にメモリー不足の時
に発生します。
（S ）
構成管理コマンドを実行しません。
（O）

（O）
次の点を確認してください。
• JP1/IM をインストールした後，JP1/Base を再起
動しているか。
• メモリーが不足していないか。
• conf/route/ ディレクトリ以下に書き込みおよび
読み込み権限があるか。

KAVB3104-W
Cannot delete configurations for the host and its
lower-level hosts. Try again after deleting each
definition separately.ホスト名
以下のホスト及び下位ホストの構成情報が削除できません
でした. 個別に削除した後，再度実行して下さい ホスト名

メモリーが不足していないか確認してください。

KAVB3101-E
Failed to connect to the server.
サーバ接続に失敗しました
サーバとの接続に失敗しました。
（S ）
構成管理コマンドを実行しません。

構成情報を削除できなかったホストがあります。
（O）
表示されたホストおよび下位ホストの構成情報を，
jbsrt_del コマンドで個別に削除してください。

KAVB3105-E
The server is processing.
サーバ処理中です

（O）
JP1/Base が起動しているか確認してください。

構成管理サーバの処理中に，定義配布などをしようとしま
した。
（S）
jbsrt_distrib，または jbsrt_sync コマンドが
エラーになります。
（O）
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KAVB3106-I 〜 KAVB3111-E

復してください。
1. jbsrt_del コマンドで構成定義情報を削除す

しばらくしてから再実行してください。

KAVB3106-I

る。
2. マネージャーホストから，jbsrt_distrib

Deleted the current configuration definition
構成情報を削除しました
jbsrt_distrib コマンドで構成情報を削除しました。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3107-E
Cannot set configuration in the host. ホスト名
以下のホストで構成情報が設定できません ホスト名
構成定義確認中に，構成情報を設定できないホストがあり
ます。
（ S）
jbsrt_distrib コマンドがエラーになります。
（O）
エラーになったホストで，以下のことを確認してくだ
さい。
• JP1/Base が起動しているか。
• 定義を配布するホストの構成管理と同じポート番号
を起動しているか。
• JP1/Base に下位ホストを定義していないか。
• JP1/IM - Manager の上位ホストが JP1/IM Satellite Console ではないか。
• JP1/IM - Central Console 5 Node の直下に 6 台以
上のホストを定義していないか。
• JP1/IM - Central Console 10 Node の直下に 11 台
以上のホストを定義していないか。
• エラーになったホストの上位ホストから，エラーに
なったホストのホスト名解決ができるか。
• エラーになったホストが以前最上位ホストとして定
義されていなかったか。最上位ホストとして定義さ
れた構成情報が残っている場合は，jbsrt_distrib コ
マンドで構成情報を削除してください。
• JP1/IM をインストールした後，JP1/Base を再起
動しているか。
• メモリーが不足していないか。
• conf/route/ ディレクトリ以下に書き込みおよび
読み込み権限があるか。
上記について問題がない場合は，エラーになったホス
トで以下のことを確認してください。
1. jbsrt_get コマンドを実行する。
2. 次のどれかの現象が発生したか確認する。
・メッセージ KAVB3162-E が出力される。
・jbsrt_get コマンドが異常終了する。
・
「上位ホスト」や「下位ホスト」に自ホスト名が
表示されている。
・
「自ホスト」に自ホスト名以外のホスト名が表示
されている。
・ホスト名が文字化けしている。
3. 上記の現象が発生している場合は以下の方法で回
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コマンドで構成定義情報を再配布する。

KAVB3108-E
Failed in definition distribution. Cannot set
configuration information in the host. ホスト名
定義配布に失敗しました。以下のホストで構成情報が設定
できませんでした. ホスト名
構成定義配布時に，構成情報を配布できなかったホストが
あります。
（O）
jbsrt_distrib コマンドを再実行してください。
再実行する際は，構成情報を削除せずに定義を配布し
ます。前回エラーになったホストおよび下位ホストに
定義が配布できたことが確認できれば，システム全体
に構成定義を配布できたことになります。

KAVB3109-I
Succeed the jbsrt_distrib command
定義配布コマンドが正常終了しました
定義配布コマンドが正常終了しました。
（S）
jbsrt_distrib コマンドを正常終了します。

KAVB3110-E
Definition data is not found.
定義データが見つかりません
構成情報が設定されていません。
（S）
jbsrt_sync コマンドを実行しません。
（O）
jbsrt_distrib コマンドを実行した後，
jbsrt_sync コマンドを実行してください。
jbsrt_sync コマンドを実行している場合には，
conf/route/ ディレクトリがあるか，また，読み込
み・書き込み権限があるか確認してください。
クラスタシステムで運用している場合，定義した
conf ディレクトリがあるか，また，読み込み・書き
込み権限があるか確認してください。

KAVB3111-E
Failed to execute the jbsrt_sync command. An error
occurred in the host. ホスト名
同期コマンドの実行に失敗しました. 以下のホストでエ
ラーが発生しました. ホスト名
jbsrt_sync コマンドの実行時にエラーが発生しました。

KAVB3112-I 〜 KAVB3119-E

（S ）

jbsrt_get，jbsrt_del コマンドを終了します。

エラーとなるホストを表示します。
（O）

（O）
conf/route/ ディレクトリ以下に書き込み権限があ

エラーになったホストで，JP1/Base が起動している
かどうか確認してください。起動している場合は以下
について確認してください。
1. jbsrt_get コマンドを実行する。
2. 次のどれかの現象が発生したか確認する。
・メッセージ KAVB3162-E が出力される。
・jbsrt_get コマンドが異常終了する。
・「上位ホスト」や「下位ホスト」に自ホスト名が
表示されている。
・「自ホスト」に自ホスト名以外のホスト名が表示
されている。
・ホスト名が文字化けしている。
3. 上記の現象が発生している場合は以下の方法で回
復してください。
1. jbsrt_del コマンドで構成定義情報を削除す
る。
2. マネージャーホストから，jbsrt_distrib
コマンドで構成定義情報を再配布する。

るかどうか確認してください。

KAVB3115-I
Deleted the definition data.
定義情報を消去しました
jbsrt_del コマンドが正常終了しました。
（S）
jbsrt_del コマンドを終了します。

KAVB3116-I
Get the logical host name from the environment variable
of JP1_HOSTNAME
環境変数JP1_HOSTNAMEから論理ホスト名を取得しま
した
環境変数 JP1_HOSTNAME から論理ホスト名を取得しまし
た。

KAVB3112-I
Succeed the jbsrt_sync command
同期コマンドが正常終了しました
同期コマンドが正常終了しました。
（S ）
jbsrt_sync コマンドを正常終了します。

KAVB3113-I
Definition does not exist.
定義情報が存在しませんでした
構成情報が設定されていません。
（S ）
jbsrt_get，jbsrt_del コマンドを終了します。
（O）
jbsrt_distrib コマンドを実行した後，再実行し
てください。
jbsrt_distrib コマンドを実行している場合には，
conf/route/ ディレクトリがあるか，また，読み込
み・書き込み権限があるか確認してください。
クラスタシステムで運用している場合には，定義した
conf ディレクトリがあるか，また，読み込み・書き
込み権限があるか確認してください。

KAVB3114-E
Cannot access definition.
定義情報にアクセスできませんでした
構成情報の読み込みに失敗しました。
（S ）

（S）
環境変数 JP1_HOSTNAME から得た名前の論理ホスト
として起動します。
（O）
物理ホストとして起動する場合は環境変数
JP1_HOSTNAME の設定を取り消してください。

KAVB3118-E
jbsrt_distrib command is time out.
定義配布コマンドがタイムアウトしました
jbsrt_distrib コマンドがタイムアウトしました。
（S）
jbsrt_distrib コマンドをエラー終了します。
（O）
以下の点を確認してください。
• 下位ホストでエラーが発生していないか確認してく
ださい。
• 定義配布に時間が掛かり過ぎる場合，
jbsrt_distrib コマンドがタイムアウトします。
システム構成を見直してください。

KAVB3119-E
jbsrt_sync command is time out.
同期コマンドがタイムアウトしました
jbsrt_sync コマンドがタイムアウトしました。
（S）
jbsrt_sync コマンドをエラー終了します。
（O）
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KAVB3120-E 〜 KAVB3135-E

以下の点を確認してください。
• 下位ホストでエラーが発生していないか確認してく
ださい。
• 同期処理に時間が掛かり過ぎる場合，jbsrt_sync
コマンドがタイムアウトします。システム構成を見
直してください。

KAVB3124-E
Cannot get conf path from common definition with
specified logical host name.
共通定義から指定された論理ホスト名のconfパスが取得で
きません
共通定義から指定された論理ホスト名の conf パスが取得

KAVB3120-E
Failed to initialize JP1/IM communication
infrastructure. Error Type = JBS_EJP1HOSTS
通信基盤の初期化に失敗しました. Error Type =
JP1_EJP1HOSTS
通信基盤の初期化に失敗しました。jp1hosts のデータ
に不正があり，読み込みに失敗しました。
（ S）
処理を終了します。
（O）
共通定義の jp1hosts の値を見直してください。

KAVB3121-E
Failed to initialize JP1/IM communication
infrastructure. jp1BsCommInit Error Code = エラーコー
ド
通信基盤の初期化に失敗しました. jp1BsCommInit Error
Code = エラーコード

できませんでした。
（S）
構成管理，またはコマンドを終了します。
（O）
指定した論理ホスト名が間違っていないか，また，指
定した論理ホスト名の共通定義に，JP1/Base の
conf ディレクトリが定義されているか確認してくだ
さい。

KAVB3133-E
Failed to execute jevreload command.
jevreloadコマンドの実行に失敗しました.
jevreload コマンドが実行できませんでした。
（S）
jevreload コマンドを実行しません。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。

通信基盤の初期化に失敗しました。
（ S）
構成管理コマンドを終了します。
（O）
JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して
ください。
資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB3123-E
Too many lower-level host. The maximum number is 直
下の下位ホストの最大数
直下の下位ホストが多すぎます. 直下の下位ホストは直下
の下位ホストの最大数台までです
構成定義で，直下の下位ホストに指定したホストの数が，
最大数を超えています。
（ S）
該当するホストに構成情報を設定しません。
（O）
JP1/IM - Central Console 5 Node の直下の下位ホス
トに 6 台以上のホストを定義していないか，または
JP1/IM - Central Console 10 Node の直下の下位ホス
トに 11 台以上のホストを定義していないか，確認し
てください。
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KAVB3134-E
Failed to get install path.
インストールパスが取得できませんでした.
Windows で JP1/Base のインストールパスが取得できま
せんでした。
（S）
jevreload コマンドを実行しません。
（O）
JP1/Base が正しくインストールされていること，お
よび設定されていることを確認してください。
解決しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し
て，システム管理者に連絡してください。

KAVB3135-E
Failed to create jevreload process.
jevreloadプロセスの生成に失敗しました.
jevreload コマンドが実行できませんでした。
（S）
jevreload コマンドを実行しません。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVB3148-E 〜 KAVB3156-W

KAVB3148-E

KAVB3152-W

An attempt to use the jp1gethostname function has
failed.
jp1gethostnameで失敗しました.

An attempt to bind has failed (IP address: IPアドレス).
バインドで失敗しました.(IPアドレス: IPアドレス)
通信の初期化処理中に失敗しました。

通信の初期化処理中に失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
物理ホストの場合は自ホスト名の設定，論理ホストの
場合は論理ホスト名の設定が正しいかどうか確認して
ください。

KAVB3149-E
An attempt to use the jp1gethostbyname(hostname:ホス
ト名) function has failed.
jp1gethostbyname(ホスト名:ホスト名)で失敗しました.

（S）
処理を続行します。
（O）
該当 IP アドレスがネットワークカードに正しく割り
当てられているか確認してください。

KAVB3153-W
An attempt to listen has failed (IP address: IPアドレス).
リッスンで失敗しました.(IPアドレス: IPアドレス)
通信の初期化処理中に失敗しました。
（S）

該当のホスト名から IP アドレスへの解決で失敗しまし

自ホストに定義されているすべての IP アドレスで通

た。

信待ち受け処理を試行するまで，処理を続行します。

（S）
処理を中断します。
（O）
ホスト名に対し ping が通るかどうか確認してくださ
い。DNS 運用の場合は，ネットワーク上に障害がな
いか確認してください。

KAVB3150-E
An attempt to create a socket has failed.
ソケットの生成で失敗しました.

（O）
該当 IP アドレスがネットワークカードに正しく割り
当てられているか，また，通信環境が整っているか確
認してください。

KAVB3154-I
Bind and listen attempt has succeeded (IP address: IPア
ドレス).
バインド・リッスンに成功しました.(IPアドレス: IPアド
レス)
通信環境の初期化に成功しました。

通信ソケットが生成できませんでした。
（S ）

（S）
処理を続行します。

処理を中断します。
（O）
システムのリソースが不足していないか確認してくだ
さい。

KAVB3155-E
No appropriate bind and listen IP address was found.
バインド・リッスン可能なアドレスがひとつもありません
でした.

KAVB3151-E
An attempt to set socket options has failed.
ソケットオプションの設定で失敗しました.

通信の初期化処理中に失敗しました。
（S）
処理を中断します。

ソケットオプションの設定で失敗しました。
（S ）

（O）
通信環境を整えてから再実行してください。

処理を中断します。
（O）
システムのリソースが不足していないか確認してくだ
さい。

KAVB3156-W
An attempt to connect has failed (hostname: ホスト名, IP
address: IPアドレス).
コネクトで失敗しました.(ホスト名: ホスト名, IPアドレス:
IPアドレス)
通信の初期化処理中に失敗しました。
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KAVB3157-I 〜 KAVB3163-E

（ S）
ホスト名で定義されるすべての IP アドレスへの接続
を試行するまで，処理を続行します。
（O）
接続先 IP アドレスと通信できるか確認してくださ
い。

KAVB3157-I
An attempt to connect has succeeded (hostname: ホスト
名, IP address: IPアドレス).
コネクトに成功しました.(ホスト名: ホスト名, IPアドレス:
IPアドレス)
通信接続に成功しました。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3158-E
No appropriate bind and connect IP address was
found.(hostname: ホスト名)
バインド・コネクト可能なアドレスがひとつもありません
でした.(ホスト名: ホスト名)
通信の初期化処理中に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
通信環境を整えてから再実行してください .

KAVB3159-E
Please set the logical host name to within 255 characters.
論理ホスト名は255文字以内で指定してください.
論理ホスト名に 256 文字以上の文字列が指定されました。
（ S）

けますが，このままでは一部の通信処理が正しく行わ
れませんので，問題を解決してから再起動して運用す
るようにしてください。

KAVB3161-E
An error occurred in system call.：保守情報
システムコールでエラーが発生しました：保守情報
OS のシステムコールでエラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡
してください。
• システムのリソースが不足していないか確認してく
ださい。
• OS は正常に運用されているか確認してください。
• 通信環境は正常に運用されているか確認してくださ
い。

KAVB3162-E
The configuration information file is invalid.
構成情報ファイルが不正です.
構成定義ファイルが不正なため，読み込めません。
（S）
構成管理は処理を続行します。jbsrt_distrib，
jbsrt_sync，および jbsrt_get コマンドを終了し
ます。
（O）
以下の手順で回復してください。
1. メッセージが出力されたホストで jbsrt_del コ
マンドを実行し，構成定義情報を削除してくださ
い。
2. 最上位ホストから jbsrt_distrib コマンドで構

処理を中断します。
（O）
論理ホスト名は 255 文字以内で指定してください。

KAVB3160-W
Part of TCP/IP wait response processing has failed, but
jbsroute processing will continue.
一部の通信待ち受け処理で失敗しましたが，構成管理は起
動処理を続行します.

成定義情報を再配布してください。

KAVB3163-E
Execute the command from the administrator console.
管理者コンソールよりコマンドを実行してください
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。
（S）
コマンドの処理を終了します。

一部の TCP/IP 通信待ち受け処理で失敗しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
一部の IP アドレスが正しく設定できていないようで
す。JP1/Base の構成管理は縮退した状態で運転を続
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（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

KAVB3501-E 〜 KAVB3552-E

5.5.4 プロセス管理に関す
るメッセージ
（KAVB3501 〜
KAVB3999）
注意事項
• メッセージの一覧に示すメッセージ以外にも，内部
エラーメッセージなどのメッセージ ID 付きメッ
セージが出力されることがあります。
• プロセス管理に関するメッセージは，同ホストの
JP1/Base，JP1/AJS2（インストールしている場
合）からも出力されることがあります。JP1/Base，
JP1/AJS2 によって出力されるメッセージについて
は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照し
てください。

JP1/Base のセットアップが正常終了したか確認して
ください。

KAVB3503-E
An attempt to read the message file has failed.
メッセージファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
メッセージは出力されません。
（O）
/opt/jp1base/lib/nls ディレクトリ下にメッ
セージファイル（jbsspm.cat）があるか，また，参
照権限が適切か確認してください。

KAVB3504-E
An error occurred in internal processing to output a
message.

KAVB3501-E
An attempt to open the message file has failed.

メッセージ出力の内部処理でエラーが発生しました。
（S）

メッセージファイルのオープンに失敗しました。
（S ）

メッセージは出力されません。
（O）

プロセス管理を終了します。
（O）
Windows の場合
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理
者に連絡してください。
UNIX の場合
次の要因が考えられます。環境の確認を行ってく
ださい。
• /opt/jp1base/lib/nls 配下のファイルに
読み取り権限がないおそれがあります。読み
取り権限を与えてください。
• システムでオープンできるファイルの最大値
になっているおそれがあります。カーネルパ
ラメーターを見直してください。
• 一時的なメモリー不足が考えられます。再実
行してください。また，不要なプロセスを終
了してください。
• ディレクトリまたはファイルが削除されたお
それがあります。再インストールしてくださ
い。
解決できない場合は，資料採取ツールを採取し
て，システム管理者に連絡してください。

KAVB3502-E
An attempt to read the message file has failed.

システムのリソースが不足していないか確認してくだ
さい。

KAVB3516-E
An attempt to start the process management has failed.
(errno = 要求コード)
プロセス管理の起動に失敗しました。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
製品が正しくインストールされているか確認してくだ
さい。

KAVB3552-E
コンポーネント名 管理対象プロセス名 has timed out.
コンポーネント名の管理対象プロセス名への要求はタイム
アウトしました
要求がタイムアウトしました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロセス管理
で管理している各コンポーネントを構成しているプロセス
の名前です。
（S）
処理を続行します。

メッセージファイルの読み込みに失敗しました。
（S ）
メッセージは出力されません。
（O）

（O）
リロード要求の場合，タイムアウト値を大きくして再
実行してください。そのほかの場合，しばらく待った
あと，要求を再実行してください。再実行しても同じ
現象が発生する場合は，資料採取ツールで資料を採取
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KAVB3553-E 〜 KAVB3599-E

して，システム管理者に連絡してください。

KAVB3553-E
SIGKILL was sent to 管理対象プロセス名 of コンポーネ
ント名, but termination could not be detected.
コンポーネント名の管理対象プロセス名へSIGKILLを送
信しましたが，終了を検知できません
SIGKILL を送信しましたが，終了を検知できません。コ
ンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名
は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構成
しているプロセスの名前です。
（ S）
プロセス管理を終了します。
（O）
管理対象プロセス名が停止していることを確認してく
ださい。管理対象プロセス名が停止していない場合
は，手動で停止してください。

KAVB3554-I
A コンポーネント名 reload request has finished.
コンポーネント名のリロード要求は完了しました
リロード要求が完了しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3564-I
jxx_spmd: コンポーネント名 will now start all inactive
processes.
jxx_spmd : コンポーネント名の停止中の全プロセスを起動
します
停止中の管理対象のプロセスをすべて起動します。jxx は
jco です。コンポーネント名は JP1_CONS です。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3574-I
jxx_spmd_reload: A reload request will now be sent to all
running processes of コンポーネント名.
jxx_spmd_reload : コンポーネント名の起動中の全プロセ
スに対しリロード要求を送信します
起動中の管理対象のプロセスすべてに対しリロード要求を
送信します。jxx は jco です。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3577-I
jxx_spmd_stop: A stop request will now be sent to all
processes of コンポーネント名.
jxx_spmd_stop : コンポーネント名の全プロセスに対し停
止要求を送信します
管理対象のプロセスすべてに対し停止要求を送信します。
jxx は jco です。コンポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3578-I
コンポーネント名 has ended.
コンポーネント名を終了します
プロセス管理を終了します。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理を終了します。

KAVB3586-I
コンポーネント名 has terminated.
コンポーネント名を終了します
プロセス管理を終了します。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理を終了します。

KAVB3597-I
jxx_spmd_stop -kill: A forced stop (kill) will be performed
on all processes of コンポーネント名.
jxx_spmd_stop -kill : コンポーネント名の全プロセスに強
制停止を行います
管理対象のプロセスすべてに対し強制停止を行います。
jxx は jco です。コンポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3599-E
main_loop: An invalid request was received for Service
Control Manager. (event ID = 要求種別)
main_loop : SCMから不正な要求を受け取りました
eventid = 要求種別
不正な要求を受け取りました。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。
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KAVB3602-I 〜 KAVB3613-W

KAVB3602-I
コンポーネント名 received a startup report from 管理対
象プロセス名.
コンポーネント名の管理対象プロセス名から起動完了通知
を受信しました
起動完了通知を受信しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロセス管理
の管理している各コンポーネントを構成しているプロセス
の名前です。
（S）

（S）
処理を続行します。

KAVB3609-I
A コンポーネント名 reload request has finished.
コンポーネント名のリロード要求が完了しました
管理対象プロセスのリロード処理がすべて完了しました。
コンポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

処理を続行します。

KAVB3603-I
All processes of コンポーネント名 are running.
コンポーネント名の全プロセスが起動しました
管理対象プロセスがすべて起動しました。コンポーネント
名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3604-I
コンポーネント名 startup has finished.
コンポーネント名の起動が完了しました
サービスの起動が完了しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）

KAVB3610-I
コンポーネント名 received an termination notification
from 管理対象プロセス名.
コンポーネント名の管理対象プロセス名から終了通知を受
信しました
管理対象プロセスから終了通知を受信しました。コンポー
ネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プ
ロセス管理の管理している各コンポーネントを構成してい
るプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3612-I
A stop request will now be sent to all processes of コン
ポーネント名.
コンポーネント名の全プロセスに対し停止要求を送信しま
す

処理を続行します。

KAVB3605-I
コンポーネント名 completed to send the start up request
to the 管理対象プロセス名.
コンポーネント名の管理対象プロセス名に対する起動要求
が完了しました
異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了しました。
コンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス
名は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構
成しているプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3608-I
コンポーネント名 received a reload-completed
notification from 管理対象プロセス名.
コンポーネント名の管理対象プロセス名からリロード完了
通知を受信しました
管理対象プロセスからリロード完了通知を受信しました。
コンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス
名は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構
成しているプロセスの名前です。

管理対象プロセスすべてに対し停止要求を送信します。コ
ンポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3613-W
A コンポーネント名 timeout occurred in 管理対象プロセ
ス名. Processing continues.
コンポーネント名の管理対象プロセス名の起動がタイムア
ウトしました 処理を継続します
管理対象プロセスの起動タイムアウトが発生しました。コ
ンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名
は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構成
しているプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。
（O）
しばらく待ったあと，管理対象プロセスの起動が完了
しないで，サービスが起動しない場合は，
jxx_spmd_stop -kill で強制終了し再起動してくだ
さい。jxx は jco です。
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KAVB3614-E 〜 KAVB3626-E

KAVB3614-E

さい。また，OS が正常に運用されているか確認して

Process management will now stop because an invalid コ
ンポーネント名 status occurred.
コンポーネント名不正な状態のためプロセス管理を停止し
ます

ください。

不正な状態のためプロセス管理を停止します。コンポーネ
ント名は JP1_CONS です。
（ S）
プロセス管理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB3616-I
Restart of the コンポーネント名 管理対象プロセス名 has
finished.
コンポーネント名 の管理対象プロセス名 の再起動が完了
しました
異常終了した管理対象プロセスの再起動が完了しました。
コンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス
名は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構
成しているプロセスの名前です。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3620-E
The user does not have permission to execute the
command 実行コマンド名.
実行権限がありません。実行コマンド名
Administrators 権限がないユーザーがコマンドを実行し
ようとしました。
（ S）
コマンドを実行しません。
（O）
Administrators 権限があるユーザーで実行してくだ
さい。

KAVB3621-E
A fork system call failed during initialization: コンポーネ
ント名
初期化時に fork に失敗しました : コンポーネント名
プロセス管理の起動時にバックグラウンドで実行するため
の fork システムコールに失敗しました。コンポーネント
名は JP1_CONS です。
（ S）
プロセス管理を終了します。
（O）
システムのメモリーが不足していないか確認してくだ
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KAVB3623-E
The setsid function failed. (エラーの説明)
setsid 関数が失敗しました エラーの説明
setsid システムコールが失敗しました。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
システムのメモリーが不足していないか確認してくだ
さい。また，OS が正常に運用されているか確認して
ください。

KAVB3624-E
An attempt to create a process management table has
failed.
プロセス管理テーブルの作成に失敗しました
プロセス管理テーブルの作成に失敗しました。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
システムのメモリーが不足していないか，また，製品
が正しくインストールされているか確認してくださ
い。拡張起動プロセス定義ファイル
（jp1xx_service_0700.conf）の設定値が正しく設
定されているか確認してください。また，プロセス管
理の管理対象プロセスが正常終了しないで残ってし
まっていないか確認してください。jp1xx は jp1co で
す。
拡張起動プロセス定義ファイルを削除後，プロセス管
理を起動してください。

KAVB3625-E
An internal error occurred. Execution Command names
differ. 実行コマンド名
内部エラー : 実行コマンド名の不一致 実行コマンド名
実行コマンド名の不一致です。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
実行コマンド名を確認してください。実行コマンド名
を変更した場合は，動作しなくなります。

KAVB3626-E
An attempt to create a lock file has failed. ロックファイ
ルのパス-エラーの説明
ロックファイルの作成に失敗しました. ロックファイルの
パス エラーの説明

KAVB3627-I 〜 KAVB3649-E

ロックファイルの作成に失敗しました。
（S ）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）

KAVB3643-E
An attempt to open the environment definition file ファ
イル名 has failed.
環境定義ファイルがオープンできませんでした ファイル
名

conf ディレクトリがあるか，読み込み権限および書
き込み権限があるか確認してください。また，クラス
タシステムで運用している場合，定義した conf ディ
レクトリがあるか，読み込み権限および書き込み権限
があるか確認してください。

KAVB3627-I
コンポーネント名 is already running.
コンポーネント名はすでに起動しています
サービスの二重起動です。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S ）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3631-E
build_proc_table : The return value NULL was returned
to the getfield function. 設定値
build_proc_table : getfield 関数に戻り値 NULL が返りま
した. 設定値.
拡張起動プロセス定義ファイル
（jp1xx_service_0700.conf）のエントリーが正しく設
定されていません。jp1xx は jp1co です。
（S ）
プロセス管理を終了します。
（O）
拡張起動プロセス定義ファイルのエントリーが正しく
設定されているか確認してください。

環境定義ファイルがオープンできませんでした。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
製品が正しくインストールされているか確認してくだ
さい。

KAVB3644-E
An attempt to expand the environment variables has
failed.
環境変数の展開に失敗しました
jxx_spmd_env.conf からの環境変数の読み込み処理に失
敗しました。jxx は jco です。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
システムのメモリーが不足していないか確認してくだ
さい。

KAVB3645-I
The logical hostname for process management is 論理ホ
スト名.
プロセス管理 論理ホスト名 論理ホスト名
プロセス管理は論理ホストで起動します。
（S）
処理を続行します。

KAVB3642-E
An internal error occurred. Component names differ. コ
ンポーネント名
内部エラー : コンポーネント名の不一致 コンポーネント名
コンポーネント名の不一致です。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB3646-I
The オプション名 option is specified.
オプション名オプションが指定されました
プロセス管理はオプション付きで起動します。
（S）
処理を続行します。

KAVB3649-E
The environment variable of JP1_HOSTNAME is empty.
環境変数 JP1_HOSTNAME が空文字です
環境変数 JP1_HOSTNAME の設定が正しくありません。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
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KAVB3651-I 〜 KAVB3659-I

環境変数 JP1_HOSTNAME に正しい論理ホスト名を設

KAVB3655-E

定するか，環境変数 JP1_HOSTNAME を削除してくだ

Invalid data was received from the process management.
プロセス管理から不正なデータを受信しました

さい。

KAVB3651-I
Startup processing for コンポーネント名 has started.
コンポーネント名の起動処理を開始します
プロセス管理が管理対象プロセスの起動処理を行います。
コンポーネント名は JP1_CONS です。
（ S）

プロセス管理コマンドがプロセス管理から不正なデータ受
信しました。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
一時的に不正なデータを受信したおそれがあります。
プロセス管理を再起動後，再実行してください。

プロセス管理が管理対象プロセスを起動します。

KAVB3652-E
A timeout occurred during the wait for a response.
(timeout period = タイムアウト秒 seconds)
応答待ちタイムアウトが発生しました タイムアウト秒：
タイムアウト秒
応答を待っている間にタイムアウトが発生しました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）

KAVB3656-I
The startup command terminated normally.
起動コマンドは正常終了しました
プロセス管理の起動コマンドは正常終了しました。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3657-E
The startup command terminated abnormally
起動コマンドは異常終了しました

タイムアウト値を変えて再実行してください。
起動コマンドは異常終了しました。

KAVB3653-E
An attempt to send a request to the process management
has failed.
プロセス管理への要求送信に失敗しました

（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
jxx_spmd_status で状態を確認後，再実行してくだ

プロセス管理コマンドからプロセス管理への通信に失敗し
ました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）

さい。jxx は jco です。

KAVB3658-E
The startup command terminated abnormally due to an
inconsistent state.
起動コマンドは状態不正のため異常終了しました

/var/opt/jp1base/tmp ディレクトリがあるか確
認してください。

KAVB3654-E
An attempt to receive a response from the process
management has failed.
プロセス管理からの応答受信に失敗しました

プロセス管理がほかの処理をしている状態で，コマンドを
実行した場合に出力されます。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから jxx_spmd_status で状態を確認

プロセス管理コマンドがプロセス管理からのデータ受信に
失敗しました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
プロセス管理を再起動して，再実行してください。

後，再実行してください。jxx は jco です。

KAVB3659-I
There were no processes that could run.
起動できるプロセスがありませんでした
起動できるプロセスがありません。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
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KAVB3660-E 〜 KAVB3678-I

KAVB3660-E
Invalid data was received.
不正なデータを受信しました
プロセス管理コマンドがプロセス管理から不正なデータ受
信しました。
（S ）

ト名は JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3674-I
Termination processing of コンポーネント名 has started.
コンポーネント名の終了処理を開始します

プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
一時的に不正なデータを受信したおそれがあります。
プロセス管理を再起動後，再実行してください。

KAVB3661-E
An unexpected result code was received. (return code = リ
ターンコード)
ありえない結果コードを受信しました. Return Code = リ
ターンコード

プロセス管理の終了処理を開始します。コンポーネント名
は JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3675-I
The stop command terminated normally.
終了コマンドは正常終了しました
プロセス管理の終了コマンドが正常終了しました。

プロセス管理コマンドがプロセス管理からありえない結果
コードを受信しました。
（S ）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
jxx_spmd_status で状態を確認後，再実行してくだ
さい。jxx は jco です。

KAVB3662-I
The process management is not running.
プロセス管理は停止しています
プロセス管理が停止しています。
（S ）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3663-E
Execute the command from the administrator console.
管理者コンソールよりコマンドを実行してください
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3676-E
The stop command terminated abnormally.
終了コマンドは異常終了しました
終了コマンドは異常終了しました。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから jxx_spmd_status で状態を確認
後，再実行してください。jxx は jco です。

KAVB3677-E
The stop command terminated abnormally due to an
inconsistent state.
終了コマンドは状態不正のため異常終了しました
プロセス管理がほかの処理をしている状態で，コマンドを
実行しました。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB3678-I

KAVB3672-I

There were no processes that could terminate.
終了できるプロセスが存在しませんでした

A forced termination (kill) of コンポーネント名 has
started.
コンポーネント名の強制終了処理を開始します

終了できるプロセスがありません。

プロセス管理の強制終了処理を開始します。コンポーネン

（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
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KAVB3680-I 〜 KAVB3694-I

KAVB3680-I

KAVB3685-E

Reload processing for コンポーネント名 has started.
コンポーネント名のリロード処理を開始します

A timeout occurred in プロセス名.
プロセス名がタイムアウトしました

プロセス管理の管理対象プロセスのリロード処理を開始し
ます。コンポーネント名は JP1_CONS です。

プロセス名で示すプロセスのリロード処理がタイムアウト
しました。

（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3681-I
The reload command terminated normally.
リロードコマンドは正常終了しました
プロセス管理のリロードコマンドが正常終了しました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3682-E
The reload command terminated abnormally.
リロードコマンドは異常終了しました
リロードコマンドが異常終了しました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
管理対象プロセスで，リロード処理に失敗しているプ
ロセスがないか確認してください。

（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
管理対象プロセスでリロード処理に失敗しているプロ
セスがないか確認してください。

KAVB3690-I
Processing to report the status of コンポーネント名 has
started.
コンポーネント名の状態通知処理を開始します
プロセス管理の状態通知処理を開始します。コンポーネン
ト名は JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3691-I
All the processes have started.
プロセスは全て起動しています
すべての管理対象プロセスが起動しています。
（S）

KAVB3683-E
The reload command terminated abnormally due to an
inconsistent state.
リロードコマンドは状態不正のため異常終了しました
プロセス管理がほかの処理をしている状態で，コマンドを
実行しました。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB3684-E
There were no processes that could be reloaded.
リロードできるプロセスが存在しませんでした

プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3692-I
Some of the processes have started.
プロセスは一部起動しています
一部の管理対象プロセスが起動しています。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3693-I
All of the processes have stopped.
プロセスは全て停止しています
すべての管理対象プロセスが停止しています。
（S）

リロードできるプロセスがありません。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
管理対象プロセスが起動しているか確認してくださ
い。

プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3694-I
Part of the process is now restarting.
プロセスは一部再起動中です
プロセス管理は一部再起動中です。
（S）
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KAVB3705-I 〜 KAVB3760-I

プロセス管理の状態通知コマンドを終了します。

KAVB3705-I
管理対象プロセス名 is now starting. (process ID = プロセ
スID)
管理対象プロセス名 開始中... pid = プロセスID
管理対象プロセスを起動中です。管理対象プロセス名は，
プロセス管理の管理している各コンポーネントを構成して
いるプロセスの名前です。プロセス ID は，起動中の管理
対象プロセスのプロセス ID です。
（S ）
処理を続行します。

起動してください。jxx は jco です。もし，管理対象
プロセスの出力しているメッセージが存在しなかった
場合，資料採取ツールで資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB3743-I
コンポーネント名 has terminated.
コンポーネント名を終了します
プロセス管理を終了します。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理を終了します。

KAVB3732-I

KAVB3744-I

コンポーネント名 detected the termination of 管理対象プ
ロセス名. (process ID = プロセスID)
コンポーネント名 管理対象プロセス名の停止を検知しま
した プロセスID = プロセスID

コンポーネント名 startup has finished.
コンポーネント名の起動が完了しました

管理対象プロセスの停止を検知しました。コンポーネント
名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロセス
管理の管理している各コンポーネントを構成しているプロ
セスの名前です。プロセス ID は，起動中の管理対象プロ
セスのプロセス ID です。
（S）

サービスの起動が完了しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3745-I
The コンポーネント名 startup request has finished.
コンポーネント名の起動要求が完了しました

処理を続行します。

KAVB3736-I
All processes of コンポーネント名 have stopped.
コンポーネント名の全プロセスが停止しました
管理対象プロセスがすべて停止しました。コンポーネント
名は JP1_CONS です。
（S）

起動要求が完了しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3752-E
An attempt to start 管理対象プロセス名 has finished.
(return code = リターンコード, detail code = 要求コード)

プロセス管理を終了します。

KAVB3737-E
The コンポーネント名 管理対象プロセス名 terminated
abnormally
コンポーネント名 の 管理対象プロセス名は異常終了しま
した

管理対象プロセスの起動に失敗しました。管理対象プロセ
ス名は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを
構成しているプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。
（O）

管理対象プロセスの異常終了を検知しました。コンポーネ
ント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロ
セス管理の管理している各コンポーネントを構成している
プロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。
（O）
異常終了した管理対象プロセスが出力している統合ト
レースログを参照し，障害要因を取り除いてくださ
い。jxx_spmd_status コマンドで状態を確認後，再

資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB3760-I
The changes to ファイル名 were not applied.
ファイル名 の変更は採用されませんでした
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) の設定変更は採用されま
せんでした。jp1xx は jp1co です。
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KAVB3761-E 〜 KAVB3767-E

（ S）
処理を続行します。
（O）
設定値を変更して再実行してください。

KAVB3761-E
In the file ファイル名, the restart-or-not value is invalid.
( restart-or-not = 設定値)
定義ファイルファイル名 : 再起動可否の値が不正です. 設
定値
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定された再起動可否
の値が不正です。jp1xx は jp1co です。
（ S）
処理を続行します。
（O）
設定値を変更して再実行してください。

KAVB3762-I
Set 0 or 1 for the restart-or-not value.
再起動可否 : 0 か 1 を設定してください
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定する再起動可否の
値は 0 か 1 を設定してください。jp1xx は jp1co です。
（ S）
処理を続行します。
（O）
再起動可否の値は 0 か 1 を設定してください。

KAVB3763-E
In the file ファイル名, the number-of-restarts value is
invalid. (restart num. = 設定値)
定義ファイルファイル名 : 再起動回数の値が不正です. 設
定値
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定された再起動回数
の値が不正です。jp1xx は jp1co です。
（ S）
処理を続行します。
（O）
設定値を変更して再実行してください。

KAVB3764-I
Set 0 to 99 for the number-of-restarts value.
再起動回数 : 0 から 99 を設定してください
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定する再起動回数の
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値は 0 から 99 を設定してください。jp1xx は jp1co です。
（S）
処理を続行します。
（O）
再起動回数の値は 0 から 99 を設定してください。

KAVB3765-E
In the file ファイル名, the restart interval value is
invalid. (restart interval = 設定値)
定義ファイルファイル名 : リトライ間隔の値が不正です.
設定値
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定されたリトライ間
隔の値が不正です。jp1xx は jp1co です。
（S）
処理を続行します。
（O）
設定値を変更して再実行してください。

KAVB3766-I
Set 0 to 3600 for the restart interval value.
リトライ間隔 : 0 から 3600 を設定してください
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定するリトライ間隔
の値は 0 から 3,600 を設定してください。jp1xx は jp1co
です。
（S）
処理を続行します。
（O）
リトライ間隔の値は 0 から 3,600 を設定してくださ
い。

KAVB3767-E
In the file ファイル名, the restart-count reset time is
invalid. (restart-count reset time = 設定値)
定義ファイルファイル名 : 再起動回数リセット時間の値が
不正です. 設定値
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定された再起動回数
リセット時間の値が不正です。jp1xx は jp1co です。
（S）
処理を続行します。
（O）
設定値を変更して再実行してください。

KAVB3768-I 〜 KAVB3788-E

KAVB3768-I

ント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロ

Set 3600 to 2147483647 for the restart-count reset time.
再起動回数リセット時間 : 3600 から 2147483647 を設定
してください

セス管理の管理している各コンポーネントを構成している
プロセスの名前です。

拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) で設定する再起動回数リ
セット時間の値は 3,600 から 2,147,483,647 を設定してく
ださい。jp1xx は jp1co です。
（S ）
処理を続行します。
（O）
再起動回数リセット時間の値は 3,600 から
2,147,483,647 を設定してください。

KAVB3769-I
In ファイル名, check the entries:
process-name|path|startup-option|restart-or-not|num
ber-of-restarts|restart-interval|restart-count-reset-tim
e|
ファイル名 のエントリを確認してください :プロセス名|
パス|起動オプション|再起動可否|再起動回数|リトライ
間隔|再起動回数リセット時間|
拡張起動プロセス定義ファイル
(jp1xx_service_0700.conf) のエントリーを確認して
ください。jp1xx は jp1co です。
（S）
処理を続行します。
（O）
拡張起動プロセス定義ファイルのエントリーを確認し
てください。

KAVB3777-I
コンポーネント名: The stopped 管理対象プロセス名 will
be restarted. (restart count = 再起動回数)
コンポーネント名 : 停止した 管理対象プロセス名 を再起
動します.再起動回数 = 再起動回数
停止した管理対象プロセスを再起動します。コンポーネン
ト名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名は，プロセ
ス管理の管理している各コンポーネントを構成しているプ
ロセスの名前です。
（S）
管理対象プロセスを再起動します。

KAVB3778-I
コンポーネント名: A startup request was sent to the
process管理対象プロセス名.
コンポーネント名: 管理対象プロセス名 に起動要求を送信
しました

（S）
処理を続行します。

KAVB3779-I
コンポーネント名: An attempt to send a startup request
to the process管理対象プロセス名failed.
コンポーネント名: 管理対象プロセス名 の起動要求の送信
が失敗しました
管理対象プロセスの起動要求送信に失敗しました。コン
ポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名
は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構成
しているプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3786-E
To process 管理対象プロセスの子プロセスID, the system
sent the signal シグナル名.
pid = 管理対象プロセスの子プロセスID のプロセスに シグ
ナル名 を送信しました
管理対象プロセスの子プロセスにシグナルを送信しまし
た。管理対象プロセスの子プロセス ID は，起動中の管理
対象プロセスが生成するプロセスのプロセス ID です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3788-E
コンポーネント名: The number of restarts of管理対象プロ
セス名exceeded the specified restart count.
コンポーネント名: 管理対象プロセス名 の再起動が設定再
起動回数を超えました
管理対象プロセスの再起動回数が設定値を超えました。コ
ンポーネント名は JP1_CONS です。管理対象プロセス名
は，プロセス管理の管理している各コンポーネントを構成
しているプロセスの名前です。
（S）
処理を続行します。
（O）
異常終了した管理対象プロセスが出力している統合ト
レースログを参照し，障害要因を取り除いてくださ
い。jxx_spmd_status コマンドで状態を確認後，プ
ロセス管理を再起動してください。jxx は jco です。
もし，管理対象プロセスの出力しているメッセージが
存在しなかった場合，資料採取ツールで資料を採取し
て，システム管理者に連絡してください。

管理対象プロセスに起動要求を送信しました。コンポーネ
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KAVB3802-W 〜 KAVB3871-E

KAVB3802-W

KAVB3863-E

The process manager will not be monitored because an
attempt to initialize the health check function failed.
ヘルスチェック機能の初期化に失敗したためプロセス管理
は監視されません

コンポーネント名: No processes can be reloaded.
コンポーネント名 リロードできるプロセスがありません

ヘルスチェック機能の初期化に失敗したためプロセス管理
は監視されません。
（ S）
処理を続行します。
（O）
ヘルスチェック機能でプロセス管理を監視するために
は，プロセス管理を再起動してください。

KAVB3846-I
コンポーネント名 completed the reload request.
コンポーネント名のリロード要求は完了しました
リロード処理が完了しました。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（ S）
処理を続行します。

管理対象プロセスがすべてリロードできる状態ではありま
せんでした。コンポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。
（O）
しばらく待ったあと，再実行してください。

KAVB3870-E
The conf directory path cannot be obtained from the
common definition.
共通定義からconfディレクトリパスが取得できません
共通定義から conf ディレクトリパスが取得できませんで
した。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）

KAVB3855-I

共通定義情報が設定されていない状態です。設定が正
しいか確認してください。

The process 管理対象プロセス名 will be terminated by
SIGKILL. (process ID = プロセスID)
プロセス 管理対象プロセス名 SIGKILL で停止します...
pid = プロセスID

クラスタシステムで運用している場合
プロセス管理コマンドで指定している引数の論理
ホスト名が正しいか確認してください。また，環
境変数 JP1_HOSTNAME の設定している論理ホス
ト名が正しいか確認してください。

管理対象プロセスに SIGKILL を送信しました。管理対象
プロセス名は，プロセス管理の管理している各コンポーネ
ントを構成しているプロセスの名前です。プロセス ID は，

クラスタシステムで運用していない場合
環境変数 JP1_HOSTNAME を設定し，起動してい
ないか確認してください。環境変数
JP1_HOSTNAME を設定していない場合は，次の

起動中の管理対象プロセスのプロセス ID です。

操作を行って回復してください。
• Windows の場合

（ S）
処理を続行します。

上書きインストールを行ってください。
• UNIX の場合

KAVB3862-E

jp1cc_setup コマンド，または

コンポーネント名: No processes could be started.
コンポーネント名プロセスが一つも起動できませんでした
管理対象プロセスが一つも起動できませんでした。コン
ポーネント名は JP1_CONS です。
（ S）
プロセス管理を終了します。
（O）
システムのメモリーが不足していないか，また，製品
が正しくインストールされているか確認してくださ
い。

jp1cs_setup コマンドを実行してください。

KAVB3871-E
The conf directory path cannot be obtained by using the
specified logical hostname.
指定された論理ホスト名で conf ディレクトリパスが取得
できません
指定された論理ホスト名で共通定義から conf ディレクト
リパスが取得できませんでした。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
クラスタシステムでの運用が前提です。指定した論理
ホスト名が正しいか，または設定が正常に終了してい

682

KAVB3872-E 〜 KAVB3908-I

るか確認してください。

KAVB3872-E
The log directory path cannot be obtained from the
common definition information.
共通定義からlogディレクトリパスが取得できません
共通定義から log ディレクトリパスが取得できませんでし

HNTRLib2 が初期化できませんでした。ログが出力され
ません。
（S）
処理を続行します。
（O）
プロセス管理起動時の場合は，プロセス管理を停止
し，再起動してください。

た。

KAVB3899-E

（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
クラスタシステムで運用している場合，論理ホスト名
の設定が正しいか，または設定が正常に終了している
か確認してください。クラスタシステムで運用してい
ない場合は，次の操作を行って回復してください。
Windows の場合
修正インストールを行ってください。
UNIX の場合
セットアップコマンドを実行してください。

KAVB3873-E
The log directory path cannot be obtained by using the
specified logical hostname.
指定された論理ホスト名で log ディレクトリパスが取得で
きません
指定された論理ホスト名で共通定義から log ディレクトリ

The work directory path cannot be acquired from the
common definition information. (return code = リターン
コード)
共通定義から work ディレクトリパスが取得できません
共通定義から work ディレクトリパスが取得できませんで
した。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
クラスタシステムで運用している場合，論理ホスト名
の設定が正しいか，または設定が正常に終了している
か確認してください。クラスタシステムで運用してい
ない場合は，次の操作を行って回復してください。
Windows の場合
修正インストールを行ってください。
UNIX の場合
セットアップコマンドを実行してください。

パスが取得できませんでした。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
クラスタシステムでの運用が前提です。指定した論理
ホスト名が正しいか，または設定が正常に終了してい
るか確認してください。

KAVB3874-E
HNTRLib could not be initialized.
HNTRLib が初期化できませんでした
HNTRLib2 が初期化できませんでした。ログが出力され
ません。
（S ）
処理を続行します。
（O）
プロセス管理起動時の場合は，プロセス管理を停止
し，再起動してください。

KAVB3875-E
HNTRLib could not be initialized.
HNTRLib が初期化できませんでした

KAVB3905-I
A stop request was sent to the process 管理対象プロセス
名. (process ID = プロセスID)
プロセス 管理対象プロセス名に停止要求を送信しました
... pid = プロセスID
管理対象プロセスに停止要求を送信しました。管理対象プ
ロセス名は，プロセス管理の管理している各コンポーネン
トを構成しているプロセスの名前です。プロセス ID は，
起動中の管理対象プロセスのプロセス ID です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3908-I
A reload request was sent to the process 管理対象プロセ
ス名. (process ID = プロセスID)
プロセス 管理対象プロセス名にリロード要求を送信しま
した... pid = プロセスID
管理対象プロセスにリロード要求を送信しました。管理対
象プロセス名は，プロセス管理の管理している各コンポー
ネントを構成しているプロセスの名前です。プロセス ID
は，起動中の管理対象プロセスのプロセス ID です。
（S）
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KAVB3910-I 〜 KAVB3981-I

処理を続行します。

KAVB3910-I
SIGTERM will terminate the process 管理対象プロセス
名. (process ID = プロセスID)
プロセス 管理対象プロセス名 SIGTERM で停止します...
pid = プロセスID
管理対象プロセスに SIGTERM を送信しました。管理対
象プロセス名は，プロセス管理の管理している各コンポー
ネントを構成しているプロセスの名前です。プロセス ID
は，起動中の管理対象プロセスのプロセス ID です。
（ S）
処理を続行します。

KAVB3911-E
The process management daemon is busy.
コマンド処理中です
コマンドを処理中です。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。起動，停
止，またはリロード処理中に，jxx_spmd，
jxx_spmd_stop，jxx_spmd_reload コマンドを実行
した場合に出力されているときは，処理が完了するの
を待ってから再実行してください。jxx は jco です。

KAVB3912-I
The process is running.
プロセスは起動しています
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3913-I
The process is not running.
プロセスは停止しています
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。

KAVB3914-E
An attempt to open the lock file under the conf directory
has failed.
conf ディレクトリのロックファイルがオープンできませ
ん
conf ディレクトリのロックファイルがオープンできませ
んでした。
（ S）
プロセス管理コマンドを終了します。
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（O）
conf ディレクトリがあるか，または書き込み権限が
あるか確認してください。
クラスタシステムで運用している場合，定義した
conf ディレクトリがあるか，または書き込み権限が
あるか確認してください。

KAVB3935-E
create_pre_process_entry: Memory allocation failed. (要
求コード)
create_pre_process_entry : メモリ確保に失敗しました :
要因コード
起動前処理管理テーブルの作成に失敗しました。起動前処
理は行われません。
（S）
処理を続行します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVB3960-I
Startup preprocessing is being performed.
起動前処理中です
プロセス管理は起動前処理中です。
（S）
プロセス管理の状態通知コマンドを終了します。

KAVB3961-E
The request could not be accepted because startup
preprocessing is being performed.
起動前処理中の為，要求を受けられません
プロセス管理は起動前処理中のため，コマンド要求を受け
付けられませんでした。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。
（O）
しばらく待ってから再実行してください。

KAVB3981-I
jxx_spmd_stop -job: A request to stop job restrictions will
be sent to all processes of コンポーネント名.
jxx_spmd_stop -job : コンポーネント名の全プロセスに対
しジョブ制限停止要求を送信します
管理対象のプロセスすべてに対しジョブ制限停止要求を送
信します。jxx は jco です。コンポーネント名は
JP1_CONS です。
（S）
処理を続行します。

KAVB3984-I 〜 KAVB4007-W

KAVB3984-I
A request to stop job restrictions has been sent to the
process 管理対象プロセス名. (process ID = プロセスID)
プロセス 管理対象プロセス名にジョブ制限停止要求を送
信しました... pid = プロセスID
管理対象プロセスにジョブ制限停止要求を送信しました。
管理対象プロセス名は，プロセス管理の管理している各コ
ンポーネントを構成しているプロセスの名前です。プロセ
ス ID は，起動中の管理対象プロセスのプロセス ID です。
（S ）
処理を続行します。

KAVB3986-I
Processing to stop コンポーネント名 job restrictions has
started.
コンポーネント名のジョブ制限終了処理を開始します
プロセス管理のジョブ制限終了処理を開始します。コン
ポーネント名は JP1_CONS です。
（S）
プロセス管理コマンドを終了します。

5.5.5 自動アクションに関
するメッセージ
（KAVB4001 〜
KAVB6000）
KAVB4001-W
Cannot open specified file(ファイル名). : システムのエ
ラーメッセージ
指定したファイル(ファイル名)がオープンできません : シ
ステムのエラーメッセージ
指定したファイルにアクセス権限がないなどで，ファイル
がオープンできません。
（S ）
指定したファイルに対する処理を中止します。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4002-W
Event Server cannot be connected.
イベントサーバに接続できません
イベントサーバを起動していないか，イベントサーバが停
止しました。
（S ）
イベントサーバへの再接続処理を試みます。

（O）
イベントサーバを再起動してください。

KAVB4003-I
Event Server is connected.
イベントサーバに接続しました
イベントサーバとの接続に成功しました。

KAVB4004-E
An invalid logical host name(論理ホスト名) is specified.
不適切な論理ホスト名(論理ホスト名)が指定されています
環境変数 JP1_HOSTNAME またはコマンドの -h オプショ
ンに設定された論理ホスト名が誤っています。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
環境変数 JP1_HOSTNAME またはコマンドの -h オプ
ションの設定値を修正し，再実行してください。

KAVB4005-W
No Logical Host Name is specified.
論理ホスト名が指定されていません
環境変数 JP1_HOSTNAME に論理ホスト名が指定されてい
ません。
（S）
デフォルトの論理ホスト名で処理を続行します。
（O）
論理ホスト名の指定が必要な場合は環境変数を設定
し，再実行してください。

KAVB4006-W
An illegal option(-オプション) was specified.
不適切なオプション(-オプション)が指定されています
誤ったオプションが指定されています。
（S）
指定されたオプションの値を無視して処理を続行しま
す。
（O）
オプションの設定値を修正し，再実行してください。

KAVB4007-W
No value is specified for option (-オプション).
オプション(-オプション)の値が指定されていません
値が必要なオプションに，値が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を打ち切ります。
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KAVB4008-W 〜 KAVB4020-W

（O）
オプションの値を修正し，再実行してください。

KAVB4008-W
Extra argument（s） exist.
余分な引数が指定されています

255 バイトを超えているか，論理ホストとして共通定義に
設定されていません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
環境変数 JP1_HOSTNAME の設定値を修正し，再実行

余分な引数が指定されています。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
引数を修正し，再実行してください。

してください。

KAVB4013-I
Filtering will be performed according to the event
acquisition filter.
イベント取得フィルターに従ってフィルタリングを行いま
す

KAVB4009-W
Invalid value for option(-指定オプション).
オプション(-指定オプション)の値に誤りがあります
指定したオプションの値に誤りがあります。
（ S）
コマンドの処理を打ち切ります。
（O）
オプションの値を修正し，再実行してください。

KAVB4010-W
Option(-指定オプション) appears twice or more.
オプション(-指定オプション)が2回以上指定されています
同じオプションが 2 回以上指定されています。
（ S）
指定オプションを無視し，処理を続行します。
（O）

イベント取得フィルターに従ってフィルタリングを行いま
す。

KAVB4014-I
The event acquisition filter definition file was read. The
read definitions will be used for processing from the next
received event. (filter name = フィルター名, last received
event = 到着時刻, serial number in event DB = イベント
DB内通し番号)
イベント取得条件定義を読み込みました。次に受信したイ
ベントから読み込んだ定義で処理されます。（フィルター
名：フィルター名 ，最後に受信したイベント：到着時刻=
到着時刻，イベントDB内通し番号=イベントDB内通し番
号）
jcochfilter コマンド，または JP1/IM - View からの操
作によって，イベント取得条件定義ファイルを読み込みま
した。表示されるイベント DB 内通し番号で示されるイベ
ントの次から，読み込んだ定義の内容でイベント取得処理
を行います。イベントフロー制御サービスがイベントを受
信していない場合，到着時刻と番号は "--" になります。

オプションの値を修正し，再実行してください。

KAVB4011-W
An invalid option combination exists.
オプションの組み合わせが不正です
同時に指定できないオプションの組み合わせが指定されて
います。
（ S）
指定したオプションを無視して処理を続行します。
（O）
オプションを正しく設定し直してください。

KAVB4012-W
An invalid host name is specified for the
JP1_HOSTNAME environment variable.
環境変数JP1_HOSTNAMEに設定された論理ホスト名が
誤っています

KAVB4015-W
An essential option (必須オプション) is not specified.
必須オプション(必須オプション)が指定されていません
必須オプションが指定されていません。
（S）
処理を終了します。
（O）
オプションを正しく指定し，再度実行してください。

KAVB4020-W
Failed to get Common Defined Information(情報名). : 保
守情報
共通定義情報(情報名)の取得に失敗しました : 保守情報
表示した共通定義情報の取得に失敗しました。
（S）

環境変数 JP1_HOSTNAME に設定された論理ホスト名が
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デフォルトの値で処理を続行します。

KAVB4021-W 〜 KAVB4055-I

（O）
共通定義情報の値を修正して再実行してください。

KAVB4021-W
File name is too long.
ファイル名が長過ぎます
インストールパス，または共通定義に設定したディレクト
リかファイル名の指定値が長いため，ファイルの完全名が
256 バイトを超えています。
（S）
ファイルがないものとして処理を続行します。
（O）
インストールパスを短くして再インストールするか，
共通定義の指定値を短くしてください。

KAVB4022-E
No executing permission
実行権限がありません
コマンドを実行する権限がありません。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）

（S）
これ以降に発生したイベントがアクションの対象とな
ります。ただし，系切り替え対応機能を使用した場合
は除きます。

KAVB4051-I
Automatic Action was terminated. : 論理ホスト名
自動アクション処理を終了します : 論理ホスト名
自動アクション処理プロセスを終了します。
（S）
これ以降自動アクション機能を実行しません。

KAVB4052-I
Reading Action Definition File(自動アクション定義ファ
イル名).
アクション定義ファイル(自動アクション定義ファイル名)
を読み込みます
jcachange コマンドが実行されたため，自動アクション
定義ファイルを再読み込みします。
（S）
これ以降，表示した自動アクション定義ファイルの内
容で動作します。

Administrators など，実行権限を持ったユーザーで

KAVB4053-I

ログインして再実行してください。

Suspended Automatic Action.
自動アクションを休止します

KAVB4023-W
An invalid value is specified for common definition
information.(共通定義名=値)
共通定義情報の指定が誤っています(共通定義名=値)
共通定義情報の設定値が間違っています。
（S）
デフォルトの値で処理を続行します。
（O）
共通定義情報の値を修正して，再実行してください。

KAVB4024-I
正規表現方式(「JP1独自」または「拡張正規表現」) will
be used for the regular expression.
正規表現は正規表現方式(「JP1独自」または「拡張正規
表現」)を使用します。

jcachange コマンドの -n オプションの指定によって，
自動アクション処理を休止します。
（S）
自動アクションの実行を休止します。

KAVB4054-E
Automatic Action was terminated abnormally.
(Hostname : ホスト名)
自動アクション処理が異常終了しました (ホスト名 : ホス
ト名)
続行できない障害が発生したため，ホスト（ホスト名）の
自動アクション処理が異常終了しました。
（O）
自動アクション処理が異常終了したホストで，JP1/
Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管理者

共通定義情報として取り出された正規表現方式を出力しま
す。

に連絡してください。

KAVB4055-I
KAVB4050-I
Automatic Action was started. : 論理ホスト名
自動アクション処理を開始します : 論理ホスト名

The action definition file was read and the automatic
action function status was changed to operating. The
processing will be based on the definitions read from the
subsequently received (最後に処理したイベントの到着時

自動アクション処理プロセスを起動します。
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KAVB4056-I 〜 KAVB4101-W

刻 (YYYY/MM/DD HH:MM:SS)) events. (Definition=有効な
定義数/ファイル内の全定義数, SEQNO=最後に処理した
イベントのイベントDB内通し番号)
アクション定義ファイルを読み込み自動アクション機能を
稼働状態にしました。次に受信したイベントから読み込ん
だ定義で処理されます。（定義数：有効な定義数 / ファイ
ル内の全定義数, 最後に受信したイベント：到着時刻=最
後に処理したイベントの到着時刻 (YYYY/MM/DD
HH:MM:SS), イベントDB内通し番号=最後に処理したイベ
ントのイベントDB内通し番号）
jcachange コマンドまたは画面からの操作によって，自
動アクション定義ファイルを読み込み，自動アクション機
能が稼働状態になりました。表示されるイベント DB 内通
し番号で示されるイベントの次から読み込んだアクション
定義の内容でアクション処理を行います。
自動アクションがイベントを受信していない場合は，「到
着時刻」と「イベント DB 内通し番号」には「--」が表示
されます。

KAVB4056-I
Automatic action was suspended. Automatic actions
cannot be executed for the subsequently received (最後に
処理したイベントの到着時刻 (YYYY/MM/DD HH:MM:SS))
events. (SEQNO=最後に処理したイベントのイベントDB
内通し番号)
自動アクションを休止しました。次に受信したイベントか
ら自動アクションが実行されません（最後に受信したイベ
ント：到着時刻=最後に処理したイベントの到着時刻
(YYYY/MM/DD HH:MM:SS), イベントDB内通し番号=最後
に処理したイベントのイベントDB内通し番号）
jcachange コマンドの -n オプションの指定によって自
動アクションを休止します。表示されるイベント DB 内通
し番号で示されるイベントの次からアクション処理を行い
ません。
自動アクションがイベントを受信していない場合は，「到
着時刻」と「イベント DB 内通し番号」には「--」が表示
されます。
（ S）
これ以降，自動アクションの実行を休止します。

KAVB4057-I
Event Flow Control Service was connected.
イベントフロー制御サービスと接続しました

（S）
イベントフロー制御サービスからの接続待ちを停止
し，処理を続行します。
（O）
イベントフロー制御サービスが起動しているか
jco_spmd_status コマンドを使用して確認してく
ださい。起動している場合，イベントフロー制御サー
ビスの起動処理に時間が掛かりイベントフロー制御
サービスが自動アクションプロセスへ接続する前に自
動アクションプロセスが接続待ちを停止しているおそ
れがあります。イベントフロー制御サービスのリトラ
イ設定を見直してください。リトライを設定し直して
も接続できない場合やイベントフロー制御サービスが
起動していない場合，JP1/Base と JP1/IM の資料を
採取して，システム管理者に連絡してください。

KAVB4059-I
Event Flow Control Service was disconnected.
イベントフロー制御サービスとの接続を切断しました
自動アクションプロセスとイベントフロー制御サービス間
の接続を切断しました。
（S）
以降，イベントフロー制御サービスからアクション要
求を受け付けません。

KAVB4060-E
An attempt to receive an action request from Event Flow
Control Service failed. :(Last SEQNO: 自動アクションプ
ロセスがイベントフロー制御サービスから最後に受信した
イベント内DB通し番号)
イベントフロー制御サービスからアクション要求の受信に
失敗しました：(最後に受信したイベントDB内通し番号:
自動アクションプロセスがイベントフロー制御サービスか
ら最後に受信したイベント内DB通し番号)
イベントフロー制御サービスからアクション要求の受信に
失敗しました。
（S）
イベントフロー制御サービスとの接続を切断し以後，
再接続されるまでアクション要求を受信しません。
（O）
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

自動アクションプロセスからイベントフロー制御サービス
に接続しました。

KAVB4058-E
An attempt to connect to Event Flow Control Service
failed.
イベントフロー制御サービスへの接続に失敗しました
イベントフロー制御サービスから自動アクションプロセス
への接続に失敗しました。
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KAVB4101-W
Action Definition File(ファイル名) does not exist.
アクション定義ファイル(ファイル名)がありません
自動アクション定義ファイルがありません。
（S）
自動アクション定義ファイルの処理を中断します。
（O）

KAVB4120-W 〜 KAVB4126-W

誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4120-W
Invalid Event AND condition. (line: 行番号, file: ファイル
名)
イベントAND条件の記述に誤りがあります (行番号: 行番
号, ファイル名: ファイル名)

外であるか，パラメーターグループ番号の記述のあとに空
白がありません。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

先頭または無効なアクション定義にイベント AND 条件が
指定されています。またはイベント AND 条件の記述のあ

KAVB4124-W

とに空白がありません。

Cannot specify Event AND Condition when Parameter
Group Number is specified. (line: 行番号, file: ファイル名)
パラメーターグループ番号を指定した場合はイベント
AND条件は指定できません (行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)

（S ）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4121-W
Action Definition File(ファイル名) ends with
Continuation character.
アクション定義ファイル(ファイル名)は継続文字で終って
います

アクション定義にパラメーターグループ番号とイベント
AND 条件の両方を指定しました。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

自動アクション定義ファイルの最後が継続文字 (¥) で終
わっています。
（S）
該当する行の自動アクション定義を無視して処理を続
行します。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4125-W
Invalid Event ID. (line: 行番号, file: ファイル名)
イベントIDの記述が不適切です (行番号: 行番号, ファイル
名: ファイル名)
アクション定義のイベント ID の記述がない，記述が誤っ
ている，またはイベント ID の記述のあとに空白がありま
せん。

KAVB4122-W
Length of parameter exceeds 最大長 bytes. (line: 行番号,
file: ファイル名)
1件のパラメーター長が最大長バイトを超えています (行
番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)

（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

1 件のアクション定義のパラメーター長 ( 継続文字 (¥) を
含む ) が最大長バイトを超えています。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4123-W
Invalid Parameter Group Number. (line: 行番号, file: ファ
イル名)
パラメーターグループ番号の記述が不適切です (行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)

KAVB4126-W
Invalid character specified. (line: 行番号, file: ファイル名)
不適切な文字が指定されています (行番号: 行番号, ファイ
ル名: ファイル名)
アクション定義に誤った文字を指定しています。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

アクション定義のパラメーターグループ番号が 0 〜 9 以
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KAVB4127-W 〜 KAVB4134-W

KAVB4127-W

KAVB4131-W

Invalid regular expression. (line: 行番号, file: ファイル名)
正規表現の記述に誤りがあります (行番号: 行番号, ファイ
ル名: ファイル名)

Invalid Environment File name. (line: 行番号, file: ファイ
ル名)
環境変数ファイル名の記述が不適切です (行番号: 行番号,
ファイル名: ファイル名)

アクション定義の正規表現の記述に誤りがあります。
（ S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

環境変数ファイル名の記述が誤っています。
（S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4128-W
Punctuation mark（S） (:) not specified. (line: 行番号,
file: ファイル名)
区切り記号(:)が指定されていません (行番号: 行番号, ファ
イル名: ファイル名)

KAVB4132-W
Invalid Execution Host or Group. (line: 行番号, file: ファ
イル名)
実行先ホスト／グループ名の記述が不適切です (行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)

「:」が指定されていないため，アクションが確認できませ
実行先ホスト／グループ名の記述が誤っています。

ん。
（ S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

（S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4129-W

KAVB4133-W

Action not specified. (line: 行番号, file: ファイル名)
アクションが指定されていません (行番号: 行番号, ファイ
ル名: ファイル名)

More than 10 event AND conditions are specified in
Action Definitions. (line: 行番号, file: ファイル名)
イベントAND条件の指定が10件を超えています (行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)

ユーザー名，環境変数ファイル名，または実行先ホスト／
グループ名が指定されているにもかかわらず，アクション
が指定されていません。

10 件を超えるアクション定義にイベント AND 条件を指

（ S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

定しました。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4130-W

KAVB4134-W

Invalid User Name. (line: 行番号, file: ファイル名)
ユーザー名の記述が不適切です (行番号: 行番号, ファイル
名: ファイル名)

There is no effective Action Definition for the Action
Definition File. (file: ファイル名)
アクション定義ファイルに有効なアクション定義がありま
せん (ファイル名: ファイル名)

ユーザー名の記述が誤っています。
（ S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。
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自動アクション定義ファイル中に，有効なアクション定義
が 1 件もありません。
（S）
自動アクション定義を設定せず処理を続行します。
（O）

KAVB4135-W 〜 KAVB4142-W

誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4135-W
Invalid Severity of Event Extended Attribute. (line: 行番
号, file: ファイル名)
イベント拡張属性重大度の記述に誤りがあります (行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)
アクション定義のイベント拡張属性重大度の記述に誤りが
あります。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4136-W
More than 100 Event Extended Attributes are specified.
(line: 行番号, file: ファイル名)
イベント拡張属性の指定が100件を超えています (行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)
100 件を超えるイベント拡張属性を 1 件のアクション定義

ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4139-W
The version of the action definition file is invalid. (line: 行
番号, file: ファイル名)
アクション定義ファイルのバージョン情報が不正です(行
番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
バージョン情報の記述が誤っています。
（S）
自動アクション定義ファイルのバージョンを 2 と仮
定して，処理を継続します。
（O）
誤りを訂正して，再度実行してください。

KAVB4140-W
The location of the action status monitoring parameter is
invalid. (line: 行番号, file: ファイル名)
アクション状態監視パラメーターの記述箇所が不適切です
(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)

に指定しました。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4137-W
Invalid Event Extended Attribute Name. (line: 行番号,
file: ファイル名)
イベント拡張属性名の記述が不適切です (行番号: 行番号,
ファイル名: ファイル名)
イベント拡張属性名の記述が誤っています。
（S ）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB4138-W
Invalid Event Extended Attribute Value. (line: 行番号,
file: ファイル名)
イベント拡張属性値の記述が不適切です (行番号: 行番号,
ファイル名: ファイル名)
イベント拡張属性名の記述が誤っています。
（S ）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し

アクション状態監視パラメーターの記述個所が誤っていま
す。
（S）
該当する行のアクション状態監視パラメーターは無視
して処理を継続します。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4141-W
The action status monitoring parameter is invalid. (line:
行番号, file: ファイル名)
アクション状態監視パラメーターの記述に誤りがあります
(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
アクション状態監視パラメーターの記述が誤っています。
（S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を継続し
ます。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4142-W
The suppression time is invalid. (line: 行番号, file: ファイ
ル名)
抑止時間の記述が不適切です (行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)
抑止時間の記述が誤っています。
（S）
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該当する行のアクション定義は無視して処理を継続し
ます。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4143-W
The delay monitoring time is invalid. (line: 行番号, file:
ファイル名)
遅延監視時間の記述が不適切です (行番号: 行番号, ファイ
ル名: ファイル名)
遅延監視時間の記述が誤っています。
（ S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を継続し
ます。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4144-W
The location of the action definition file version is invalid.
(line: 行番号, file: ファイル名)
アクション定義ファイルバージョンの記述箇所が不適切で
す (行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
自動アクション定義ファイルバージョンの記述個所が誤っ
ています。
（ S）
該当する行の自動アクション定義ファイルのバージョ
ンは無視して処理を継続します。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4145-W
The Suppression Time cannot be specified because event
AND conditions are specified. (line: 行番号, file: ファイル
名)
イベントＡＮＤ条件を指定しているため抑止時間は指定で
きません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
イベント AND 条件が指定されているアクション定義に抑
止時間が設定されています。
（ S）
該当する行とイベント AND 条件に指定されたアク
ション定義を無視して処理を継続します。
（O）
誤りを訂正して再度実行してください。

KAVB4146-W
The length of Action parameter exceeds 最大長 bytes.
(line: 行番号, file: ファイル名)
アクションのパラメーター長が最大長バイトを超えていま
す (行番号: 行番号, ファイル名:ファイル名)
アクション定義のアクションのパラメーター長が最大長バ
イトを超えています。
（S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を継続し
ます。
（O）
アクション定義ファイルの該当する行の誤りを訂正し
てください。

KAVB4147-W
The length of the event monitoring condition parameter
exceeds 最大長 bytes. (line = 行番号, file = ファイル名)
イベント監視条件に設定できるパラメーター長が最大長バ
イトを超えています (行番号:行番号, ファイル名: ファイル
名)
自動アクション定義パラメーターのイベント監視条件に設
定できるパラメーター長が最大長バイトを超えています。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
アクション定義ファイルの該当する行の誤りを訂正し
てください。

KAVB4150-W
Failed to read data from Action Information File(ファイ
ル名). : システムのエラーメッセージ
アクション情報ファイル(ファイル名)からの読み込みに失
敗しました : システムのエラーメッセージ
アクション情報ファイルからのデータの取得に失敗しまし
た。
（S）
アクション情報ファイルに対する処理を打ち切りま
す。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4151-W
Failed to write data to Action Information File(ファイル
名). : システムのエラーメッセージ
アクション情報ファイル(ファイル名)への書き込みに失敗
しました : システムのエラーメッセージ
アクション情報ファイルへのデータの書き込みに失敗しま
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した。
（S ）
アクション情報ファイルに対する処理を打ち切りま
す。

KAVB4180-W
Failed to open Action Host Name File(ファイル名). : シス
テムのエラーメッセージ
アクションホスト名格納ファイル(ファイル名)のオープン
に失敗しました : システムのエラーメッセージ

（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4152-I
Information for an unfinished action was erased.
未終了のアクションに対する情報を消去しました

アクションホスト名格納ファイルのオープンに失敗しまし
た。
（S）
アクションホスト名格納ファイルへアクション，ホス
ト名を退避しません。
（O）

アクション情報ファイルの容量が上限に達したので上書き
しました。上書きする前のアクション情報ファイルにあっ
た，未終了のアクションについてのデータは消去されまし
た。
（S ）
データを上書きします。情報が消去されたアクション
は，系切り替えが発生しても再実行の対象とはなりま
せん。
（O）
アクション情報ファイルの容量を見直してください。

KAVB4153-E
Failed to open Action Information File(アクション情報
ファイル名). : システムのエラーメッセージ
アクション情報ファイル(アクション情報ファイル名)の
オープンに失敗しました : システムのエラーメッセージ
指定されたアクション情報ファイルのオープンに失敗しま
した。
（S）
エラーの発生したプロセスを終了します。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4154-E
Specified file(アクション情報ファイル名) is not Action
Information File.
指定したファイル（アクション情報ファイル名）はアク
ション情報ファイルではありません
共通定義またはコマンドの引数に指定されたファイルは，
アクション情報ファイルではないか，ファイルが壊れてい
ます。
（S ）
エラーの発生したプロセスを終了します。
（O）
正しいアクション情報ファイルを指定するか，アク
ション情報ファイルを再度作成してください。

システムのエラーメッセージに従って，対処してくだ
さい。

KAVB4181-W
Failed to write data to Action Host Name File(ファイル名
). : システムのエラーメッセージ
アクションホスト名格納ファイル(ファイル名)への書き込
みに失敗しました : システムのエラーメッセージ
アクションホスト名格納ファイルへのデータの書き込みに
失敗しました。
（S）
アクションホスト名格納ファイルに対する処理を打ち
切ります。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4182-W
Failed to read data from Action Host Name File(ファイル
名). : システムのエラーメッセージ
アクションホスト名格納ファイル(ファイル名)からの読み
込みに失敗しました : システムのエラーメッセージ
アクションホスト名格納ファイルからのデータの取得に失
敗しました。
（S）
アクションホスト名格納ファイルに対する処理を打ち
切ります。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。

KAVB4250-E
Cannot connect with Command Control because the
logical host name could not be obtained. : 保守情報
論理ホスト名が取得できなかったためコマンド制御に接続
できませんでした : 保守情報
論理ホスト名が取得できなかったため，コマンド制御に接
続できませんでした。
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（ S）
エラーの発生したプロセスを終了します。
（O）
論理ホスト名を正しく設定してください。

KAVB4251-E
Error that prevented processing occurred in Command
Execution. : 保守情報
コマンド実行で続行不能エラーが発生しました : 保守情報
コマンド実行への（再）接続時に続行できないエラーが発
生しました。
（ S）
エラーの発生したプロセスを終了します。
（O）
コマンド実行の状態を確認して対処してください。

KAVB4252-I
Established connection with Command Execution.
コマンド実行に接続しました
コマンド実行に接続しました。

KAVB4253-W
Failed to connect with Command Execution. : 保守情報
コマンド実行への接続に失敗しました : 保守情報
コマンド実行への接続に失敗しました。
（ S）
コマンド実行への再接続を試みます。
（O）
コマンド実行の状態を確認し，未起動の場合は起動し
てください。

KAVB4254-E
Failed to initialize communication Infrastructure. : 保守
情報
通信基盤の初期化に失敗しました : 保守情報
通信基盤の初期化に失敗しました。
（ S）
エラーの発生したプロセスを終了します。
（O）
設定ファイルを確認して対処してください。

KAVB4350-W
Error occurred in Environment File(環境変数ファイル名
). : システムのエラーメッセージ
環境変数ファイル(環境変数ファイル名)の処理に失敗しま
した : システムのエラーメッセージ
移行対応のアクションを実行しようとしたところ，環境変
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数ファイルの操作でエラーが発生しました。
（S）
該当アクションを実行せずに処理を続行します。
（O）
システムのエラーメッセージを参考にして，エラーを
解決してください。

KAVB4400-E
The run time of an action for an event exceeded the
action delay monitoring time.(Event_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号, Execution Host=アク
ション実行ホスト, Action Serial Number=アクション通
し番号) Delay monitoring notifications will not be sent
until suppression of the function for sending notifications
to the action delay monitor is canceled.
イベント(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)に対するアクション(実行ホスト=アクション
実行ホスト， アクション通し番号=アクション通し番号)
の実行時間がアクション遅延監視時間を超過しました。以
降アクション遅延監視への通知機能の抑止を解除するま
で，遅延監視の通知を実行しません
監視対象のアクションが，監視時間を経過しても終了しま
せんでした。
（S）
通知機能を実行します。
（O）
対象のアクションの設定内容を確認し，アクションの
監視時間が適切かどうか確認してください。
監視時間が適切でない場合，適切な監視時間を設定し
てください。
監視時間が適切である場合，アクションが遅延してい
ます。対処してください。

KAVB4401-I
Suppression of the function for sending notifications to
the action delay monitor was canceled.
アクション遅延監視機能の通知抑止を解除しました
アクション遅延監視の通知抑止を解除しました。
（S）
以降，アクションが監視時間を経過した場合には通知
機能を実行します。

KAVB4402-E
An event status is abnormal.(event ID = イベントID,
event serial number = イベントDB内通し番号, execution
host = アクション実行ホスト, action serial number = アク
ション通し番号) Status monitoring notifications will not
be sent until suppression of the function for sending
notifications to the action status monitor is canceled
イベント(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)に対するアクション(実行ホスト=アクション
実行ホスト, アクション通し番号=アクション通し番号)の
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状態が異常状態になりました。以降アクション状態監視へ
の通知機能の抑止を解除するまで，状態監視の通知を実行
しません
アクションの状態が「実行不可」または「実行失敗」にな
りました。
（S ）

monitoring notifications will not be sent until
suppression of the function for sending notifications to
the action status monitor is canceled.：保守情報
アクションの状態が異常状態になりましたが，アクション
情報ファイルにアクションの情報が存在しないためアク
ション異常状態通知イベントを発行できませんでした。以
降アクション状態監視への通知機能の抑止を解除するま
で，状態監視の通知を実行しません：保守情報

通知機能を実行します。
（O）
対象のアクションが実行できない状態になりました。
実行できなかった要因を取り除き，アクションを再実
行してください。

KAVB4403-I
Suppression of the function for sending notifications to
the action status monitor was canceled.
アクション状態監視機能の通知抑止を解除しました
アクション状態監視の通知抑止を解除しました。
（S ）
以降，異常状態となったアクションが発生した場合に
は通知機能を実行します。

KAVB4404-E
Although the run time of an action exceeded the action
delay monitoring time, an action delay notification event
could not be sent because no action information exists in
the action information file.(action serial number = アク
ション通し番号) Delay monitoring notifications will not
be sent until suppression of the function for sending
notifications to the action delay monitor is canceled.
アクション(アクション通し番号=アクション通し番号)の
実行時間がアクション遅延監視時間を超過しましたが，ア
クション情報ファイルにアクションの情報が存在しないた
めアクション遅延通知イベントを発行できませんでした。
以降アクション遅延監視への通知機能の抑止を解除するま
で，遅延監視の通知を実行しません
アクション遅延通知イベントを発行しようとしましたが，
アクション情報ファイルにアクションの情報が存在しない
ためアクション遅延通知イベントが発行できませんでし
た。
（S ）
処理を続行します。

アクション異常状態通知イベントを発行しようとしました
が，アクション情報ファイルにアクションの情報が存在し
ないためアクション異常状態通知イベントが発行できませ
んでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認し
てください。適切でない場合はアクション情報ファイ
ルの容量を見積もり，適切な容量を設定してくださ
い。

KAVB4406-W
Information about actions for delay monitoring have
been overwritten in the action information file.
遅延監視対象アクションの情報を上書きしました
監視対象アクションが，アクション情報ファイルからラッ
プしました。そのため，遅延監視時間を経過したときに通
知できませんでした。
（S）
監視対象アクションが，アクション情報ファイルから
ラップしたことを通知します。
（O）
監視対象アクションが，アクション情報ファイルから
ラップしました。今後，このアクションが遅延しても
通知できません。このアクションの実行状態を確認し
たい場合は，jcocmdshow コマンドで確認してくだ
さい。

KAVB4407-E
The definition file for automatic action notification(ファ
イル名) cannot be opened. : 保守情報
自動アクション通知定義ファイル(ファイル名)がオープン
できません ： 保守情報

（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認し
てください。適切でない場合はアクション情報ファイ
ルの容量を見積もり，適切な容量を設定してくださ
い。

KAVB4405-E
Although an action status is abnormal, an action state
notification event could not be sent because no action
information exists in the action information file. Status

自動アクション通知定義ファイルがオープンできません。
（S）
• JP1/IM - Manager 起動時の場合，デフォルト値で
動作します。
• jco_spmd_reload コマンド実行時の場合，現在
の定義を引き継ぎ，処理を継続します。
（O）
次の内容を確認し，jco_spmd_reload コマンドを
実行してください。
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• 自動アクション通知定義ファイルが存在するか。
• アクセス権が正しく設定されているか。

KAVB4408-E
There is an error in the definition file for automatic
action notification(ファイル名). The default value will be
used. (line 行番号) : 詳細情報
自動アクション通知定義ファイル(ファイル名)にエラーが
あります。デフォルト値を使用します (行番号 行目) ： 詳
細情報
自動アクション通知定義ファイルに無効な値が設定されて
いるため，デフォルト値で動作します。
（ S）
• JP1/IM - Manager 起動時の場合，デフォルト値で
動作します。
• jco_spmd_reload コマンド実行時の場合，現在
の定義を引き継ぎ，処理を継続します。
（O）
定義ファイルが正しく設定されているか確認し，
jco_spmd_reload コマンドを実行してください。

KAVB4409-E
The notification command (コマンド) could not be
executed.：保守情報
通知コマンド(コマンド)が実行できませんでした：保守情
報
通知コマンドが実行できませんでした。
（ S）

KAVB4421-W
Cannot execute action because command line is too long.
(line: 行番号) : 保守情報
コマンドラインが長過ぎるためアクションが実行できませ
んでした (行番号: 行番号) : 保守情報
自動アクション定義ファイル中の行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，コマンドラインが長過
ぎるため実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイルの内容を確認してくださ
い。

KAVB4422-W
Cannot execute action because the host name could not
be obtained. (line: 行番号) : 保守情報
実行先ホスト名の取得に失敗したためアクションが実行で
きませんでした (行番号: 行番号) : 保守情報
自動アクション定義ファイル中の行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，アクションを実行する
ホスト名を取得できなかったため，実行できませんでし
た。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイルの内容を確認してくださ
い。

処理を続行します。
（O）
自動アクション通知定義ファイルが正しく設定されて
いるか確認し，jco_spmd_reload コマンドを実行
してください。

KAVB4420-W
Cannot execute action because substrings could not be
obtained. (line: 行番号) : 保守情報
部分文字列の切り出しに失敗したためアクションが実行で
きませんでした (行番号: 行番号) : 保守情報

KAVB4423-W
Cannot execute action because Command Execution is
not running. (line: 行番号, host: ホスト名) : 保守情報
コマンド実行が実行中でないためアクションが実行できま
せんでした (行番号: 行番号, ホスト: ホスト名) : 保守情報
自動アクション定義ファイル中の行番号に対応するアク
ションをホスト上で実行しようとしましたが，コマンド実
行が実行中でないため実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。

自動アクション定義ファイル中の行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，部分文字列の切り出し
に失敗したため実行できませんでした。
（ S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイルの内容を確認してくださ
い。

（O）
自動アクション定義ファイルの内容を確認してくださ
い。

KAVB4424-W
Cannot execute action. (line: 行番号, host: ホスト名) : 保
守情報
アクションが実行できませんでした (行番号: 行番号, ホス
ト: ホスト名) : 保守情報
自動アクション定義ファイル中の行番号に対応するアク
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ションをホスト上で実行しようとしましたが，アクション
が実行できませんでした。
（S ）
アクションを実行しません。

KAVB4428-W
Cannot execute action because Environment Definition
File name is too long. (line: 行番号) : 保守情報
環境変数ファイル名が長過ぎるためアクションが実行でき
ませんでした (行番号: 行番号) : 保守情報

（O）
自動アクション定義ファイルの内容を確認してくださ
い。

KAVB4425-I
Expired AND events were abandoned. (number of events:
個数)
ANDイベント保管期限切れのイベントを捨てました (捨て
た個数: 個数)
AND イベントの保管期限が過ぎたため，期限切れのイベ
ントを捨てました。

KAVB4426-W
Cannot execute action because Execution Host or Group
name is too long. (line: 行番号) : 保守情報
実行先ホスト／グループ名が長過ぎるため，アクションが
実行できませんでした (行番号: 行番号) : 保守情報
自動アクション定義ファイル中の，行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，受信イベント中の情報
へ変換したあとの実行先ホスト名／グループ名が長過ぎる
ため，アクションを実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイル，およびアクション実行
の契機となったイベントを確認してください。

自動アクション定義ファイル中の，行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，受信イベント中の情報
へ変換したあとの環境変数ファイル名が長過ぎるため，ア
クションを実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイル，およびアクション実行
の契機となったイベントを確認してください。

KAVB4429-W
The action could not be executed because a memory
shortage occurred. (line = 行番号) 保守情報
メモリー不足が発生したためアクションが実行できません
でした(行番号: 行番号) : 保守情報
アクション定義ファイル中の行番号に対応するアクション
を実行しようとしましたが，受信したイベント中の情報に
変換する途中でメモリー不足が発生したためアクションが
実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
システムのメモリーが不足していないか確認してくだ
さい。また，OS が正常に運用されているか確認して
ください。

KAVB4427-W

KAVB4430-I

Cannot execute action because User Name is too long.
(line: 行番号) : 保守情報
ユーザー名が長過ぎるためアクションが実行できませんで
した (行番号: 行番号) : 保守情報

Execution of the action for an event was
requested.(Event_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)
イベント(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)に対するアクションの実行を要求しました

自動アクション定義ファイル中の，行番号に対応するアク
ションを実行しようとしましたが，受信イベント中の情報
へ変換したあとのユーザー名が長過ぎるため，アクション
を実行できませんでした。
（S）
アクションを実行しません。
（O）
自動アクション定義ファイル，およびアクション実行
の契機となったイベントを確認してください。

アクションの実行要求をコマンド制御のキューに登録しま
した。

KAVB4431-I
Execution of the action for an event ended
normally.(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号, Return_code=終了コード)
イベント(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)に対するアクションの実行が終了しました(終
了コード=終了コード)
コマンド制御からアクションの実行完了通知を受け取り，
アクションの状態を終了にしました。
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KAVB4432-E
Automatic action or command control of the action for an
event ended abnormally.(EVENT_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号)
イベント(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベントDB
内通し番号)に対するアクションが自動アクションまたは
コマンド制御において異常終了しました
アクションが自動アクションまたはコマンド制御で異常終
了し，
「実行失敗」か「実行不可」の状態になりました。

KAVB4433-I
Execution of the action for an action state notification
event was requested.(Event_ID=イベントID, SEQNO=イ
ベントDB内通し番号)
アクション状態通知イベント(EVENT_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号)に対するアクションの
実行を要求しました
アクションの実行要求をコマンド制御のキューに登録しま
した。

KAVB4434-I
Execution of the action for an action state notification
event ended normally.(EVENT_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号, Return_code=終了コー
ド)
アクション状態通知イベント(EVENT_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号)に対するアクションの
実行が終了しました(終了コード=終了コード)
コマンド制御からアクションの実行完了通知を受け取り，
アクションの状態を終了にしました。

KAVB4435-E
Automatic action or command control of the action for an
action state notification event ended
abnormally.(EVENT_ID=イベントID, SEQNO=イベント
DB内通し番号)
アクション状態通知イベント(EVENT_ID=イベントID,
SEQNO=イベントDB内通し番号)に対するアクションが
自動アクションまたはコマンド制御において異常終了しま
した
アクションが自動アクションまたはコマンド制御で異常終
了し，
「実行失敗」か「実行不可」の状態になりました。

KAVB4436-W
Although Execution of the action for an event was
requested, an action state notification event could not be
sent because no action information exists in the action
information file. : 保守情報
アクションの実行を要求しましたが，アクション情報ファ
イルにアクションの情報が存在しないためアクション状態
通知イベントが発行できません: 保守情報
アクションの実行を要求しましたが，アクション情報ファ
イルにアクションの情報が存在しないためアクション状態
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通知イベントが発行できませんでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認
し，適切でない場合はアクション情報ファイルの容量
を見積もり，適切な容量を設定してください。
アクション情報ファイルの容量が適切に設定されてい
る場合，アクションの実行が遅延していることが考え
られますので，以下の観点でアクションの内容を見直
してください。
• 一つのイベントに対して複数のアクションを行って
いる場合，複数のアクションを一つのバッチファイ
ル（シェルスクリプト）にまとめて実行すると，実
行効率が向上し，実行遅延を減少できます。
• アクションに不要な標準出力・標準エラー出力を
行っている場合は，出力を抑えることを検討してく
ださい。出力を抑えることで実行効率が向上し，実
行遅延を減少できます。
• 自動アクションで実行するコマンドの実行時間が長
い場合で，デフォルト設定のときは，一つのコマン
ドが終了するまで次のコマンドを実行しないため，
実行遅延が発生します。実行遅延を減少するには，
マニュアル「JP1/Integrated Management Manager システム構築・運用ガイド

6.4 自動アク

ションの検討」を参照して，設定をパラレルに変更
してください。

KAVB4437-W
Although Execution of the action for an event ended
normally, an action state notification event could not be
sent because no action information exists in the action
information file. : 保守情報
アクションの実行が終了しましたが，アクション情報ファ
イルにアクションの情報が存在しないためアクション状態
通知イベントが発行できません: 保守情報
アクションの実行が終了しましたが，アクション情報ファ
イルにアクションの情報が存在しないためアクション状態
通知イベントが発行できませんでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認
し，適切でない場合はアクション情報ファイルの容量
を見積もり，適切な容量を設定してください。
アクション情報ファイルの容量が適切に設定されてい
る場合，アクションの実行が遅延していることが考え
られますので，以下の観点でアクションの内容を見直
してください。
• 一つのイベントに対して複数のアクションを行って
いる場合，複数のアクションを一つのバッチファイ
ル（シェルスクリプト）にまとめて実行すると，実
行効率が向上し，実行遅延を減少できます。
• アクションに不要な標準出力・標準エラー出力を
行っている場合は，出力を抑えることを検討してく

KAVB4438-E 〜 KAVB4450-E

ださい。出力を抑えることで実行効率が向上し，実
行遅延を減少できます。
• 自動アクションで実行するコマンドの実行時間が長
い場合で，デフォルト設定のときは，一つのコマン
ドが終了するまで次のコマンドを実行しないため，
実行遅延が発生します。実行遅延を減少するには，
マニュアル「JP1/Integrated Management Manager システム構築・運用ガイド

6.4 自動アク

ションの検討」を参照して，設定をパラレルに変更
してください。

アクション再実行用ファイルへのデータの書き込みに失敗
しました。
（S）

KAVB4438-E
Although automatic action or command control of the
action for an event ended abnormally, an action state
notification event could not be sent because no action
information exists in the action information file. : 保守情
報
アクションが自動アクションまたはコマンド制御において
異常終了しましたが，アクション情報ファイルにアクショ
ンの情報が存在しないためアクション状態通知イベントが
発行できません : 保守情報
アクションが自動アクションまたはコマンド制御で異常終
了しましたが，アクション情報ファイルにアクションの情
報が存在しないためアクション状態通知イベントが発行で
きませんでした。

アクション通し番号に示されるアクションのアクショ
ン再実行用ファイルへのデータの書き込みを停止し，
処理を続行します。
（O）
アクション通し番号に示されるアクションの実行結果
を確認し，必要があれば再実行してください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか
• 次のフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権が設定
されているか
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥action

（S）
処理を続行します。

論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥action

（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認
し，適切でない場合はアクション情報ファイルの容量
を見積もり，適切な容量を設定してください。
アクション情報ファイルの容量が適切に設定されてい
る場合，アクションの実行が遅延していることが考え
られますので，以下の観点でアクションの内容を見直
してください。
• 一つのイベントに対して複数のアクションを行って
いる場合，複数のアクションを一つのバッチファイ
ル（シェルスクリプト）にまとめて実行すると，実
行効率が向上し実行遅延を減少できます。
• アクションに不要な標準出力・標準エラー出力を
行っている場合は，出力を抑えることを検討してく
ださい。出力を抑えることで実行効率が向上し実行
遅延を減少できます。
• 自動アクションで実行するコマンドの実行時間が長
い場合で，デフォルト設定のときは，一つのコマン
ドが終了するまで次のコマンドを実行しないため，
実行遅延が発生します。実行遅延を減少するには，
マニュアル「JP1/Integrated Management Manager システム構築・運用ガイド

KAVB4439-E
An attempt to write data to the action re-execution file
has failed. (action serial number = アクション通し番号,
detailed information = 詳細情報)
アクション再実行用ファイルへのデータの書き込みに失敗
しました (アクション通し番号:アクション通し番号, 詳細
情報:詳細情報)

6.4 自動アク

ションの検討」を参照して，設定をパラレルに変更
してください。

UNIX の場合：
物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/action
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/action
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB4450-E
I/O error occurred. : 保守情報
入出力エラーが発生しました : 保守情報
JP1/IM - View からのアクション定義・アクション再実行
や，jcastatus コマンド・jcachange コマンドの実行
の際に自動アクションサービスまたはイベントフロー制御
サービスで入出力エラーが発生しました。上記の画面操作
やコマンドの実行の際に，自動アクションサービスまたは
イベントフロー制御サービスに対して処理要求を行います
が，画面操作やコマンドの実行が同時に複数発生したた
め，各サービスが処理しきれませんでした。
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要求送信に失敗した場合，JP1/IM - View およびコマンド

KAVB4702-E

はリトライしますが，リトライにすべて失敗しました。

Event Flow Control was terminated abnormally.
(Hostname : ホスト名)
イベントフロー制御が異常終了しました (ホスト名 : ホス
ト名)

（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
時間をおいて，再度コマンドを実行してください。

続行できない障害が発生したため，ホスト ( ホスト名 ) の
イベントフロー制御処理が異常終了しました。

KAVB4550-W
The 項目 cannot be specified because a rule is specified
for the action. (line = 行番号, file = ファイル名)
アクションにルールを指定しているため項目は指定できま
せん (行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
ルール起動要求用のアクションを指定している場合は，
ユーザー名・実行先ホスト名／グループ名・環境変数ファ
イル名を指定できません。
（ S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
アクション定義ファイルの該当する行の誤りを訂正し
てください。

KAVB4551-E
The rule cannot be specified for the action. (line = 行番号)
アクションにルールは指定できません (行番号: 行番号)
「<RULE>」はルール起動要求用のアクションのため，「ア
クション指定域」に指定できません。
（ S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義ファイルの該当する行の誤りを訂正し
てください。

KAVB4700-I
Event Flow Control was started. : 論理ホスト名
イベントフロー制御を開始します : 論理ホスト名
イベントフロー制御サービスを起動します。

KAVB4701-I
Event Flow Control was terminated. : 論理ホスト名
イベントフロー制御を終了します : 論理ホスト名
イベントフロー制御サービスを終了します。
（ S）
これ以降，自動アクション処理およびイベント配信処
理が実行されません。

（O）
イベントフロー制御処理が異常終了したホストで，
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB4703-E
Failed to read the event acquisition filter definition file.
(File name : ファイル名)
イベント取得フィルター定義ファイルの読み込みに失敗し
ました（ファイル名：ファイル名）
JP1/IM - Manager の起動中にイベント取得フィルター定
義ファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
次のことを確認してください。
1. 表示されたファイルがあるか。
表示されたファイルがない場合，以下に示す定義
ファイルの作成手順で，ファイルを作成してくだ
さい。
2. 表示されたファイルに Administrators（Windows
の場合），root（UNIX の場合）で読み込みおよび
書き込みの権限があるか。
権限がない場合，権限を設定してください。
3. 上記 1 および 2 以外の場合，定義ファイルが壊れ
ているおそれがあります。
定義ファイルの作成手順でファイルを作成してく
ださい。
定義ファイルの作成手順を，次に示します。
1. jco_spmd_status コマンドで JP1/IM - Manager
が停止していることを確認してください。
2. イベント取得フィルター定義ファイルをバック
アップしている場合，リストア後に JP1/IM Manager を再起動してください。
3. イベント取得フィルター定義ファイルをバック
アップしていない場合，次の手順で初期状態のイ
ベント取得フィルター（JP1/SES イベント以外を
取得するフィルター）に戻してください。その後
JP1/IM - Manager を起動し，イベント取得フィル
ターの定義を再度設定し直してください。
初期状態のイベント取得フィルターに戻す手順を，
次に示します。
• Windows の場合
copy Console パス
¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
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nf.model Console パス
¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
nf
• UNIX の場合
cp -p /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter/receive_filter.conf.model /etc/
opt/jp1cons/conf/console/filter/
receive_filter.conf

KAVB4704-E
The event acquisition filter could not be created. :保守情
報
イベント取得フィルターの作成に失敗しました：保守情報

（S）
アクション定義バックアップファイルへのデータの書
き込みを停止し，処理を続行します。
（O）
次の内容を確認してから，jcachange コマンドを再
実行してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか
• 次のフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権が設定
されているか
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥log¥action

イベント取得フィルターの生成処理に失敗しました。

論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥log¥action

（S ）
処理を終了します。

UNIX の場合：

（O）

物理ホスト：
/var/opt/jp1cons/log/action

定義ファイルが壊れているおそれがあります。
1. イベント取得フィルター定義ファイルをバック
アップしている場合，リストア後に JP1/IM -

論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/log/action

Manager を再起動してください。
2. イベント取得フィルター定義ファイルをバック
アップしていない場合，次の手順で初期状態のイ
ベント取得フィルター（JP1/SES イベント以外を
取得するフィルター）に戻してください。その後
JP1/IM - Manager を起動し，イベント取得フィル
ターの定義を再度設定し直してください。
初期状態のイベント取得フィルターに戻す手順を
次に示します。
• Windows の場合
cd Console パス ¥conf¥console¥filter
copy Console パス

問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認
し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不
足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ
• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB4750-I
The automatic action process was connected.
自動アクションプロセスに接続しました

¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
nf.model Console パス
¥conf¥console¥filter¥receive_filter.co
nf
• UNIX の場合
cd /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter
cp -p /etc/opt/jp1cons/conf/console/
filter/receive_filter.conf.model /etc/
opt/jp1cons/conf/console/filter/
receive_filter.conf

KAVB4705-E
An attempt to write data to the action definition backup
file has failed. (detailed information = 詳細情報)
アクション定義バックアップファイルへのデータの書き込
みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
アクション定義バックアップファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。jcastatus コマンドの -d オプショ
ンの実行結果表示が不正になる場合があります。

イベントフロー制御から自動アクションプロセスに接続し
ました。

KAVB4751-E
An attempt to connect to the automatic action process
failed.
自動アクションプロセスへの接続に失敗しました
イベントフロー制御から自動アクションプロセスへの接続
に失敗しました。設定された回数リトライを行いましたが
接続できませんでした。
（S）
自動アクションプロセスへの接続を停止し，処理を続
行します。
（O）
自動アクションプロセスが起動しているか
jco_spmd_status コマンドを使用して確認してく
ださい。起動している場合，自動アクションプロセス
の起動処理に時間が掛かり，接続のリトライ回数とリ
トライ時間の範囲内で接続が確立できなかったことが
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考えられます。リトライの設定を見直してください。
リトライを設定し直しても接続できない場合や，自動
アクションプロセスが起動していない場合，JP1/
Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管理者
に連絡してください。

KAVB4752-I
Central Scope was connected.
セントラルスコープに接続しました
イベントフロー制御からセントラルスコープに接続しまし
た。

KAVB4753-E
An attempt to connect to Central Scope failed.
セントラルスコープへの接続に失敗しました
イベントフロー制御からセントラルスコープの接続に失敗
しました。設定された回数リトライを行いましたが，接続
できませんでした。
（ S）
セントラルスコープへの接続を停止し，処理を続行し
ます。
（O）
セントラルスコープが起動しているか
jco_spmd_status コマンドを使用して確認してく
ださい。起動している場合，セントラルスコープの起
動処理に時間が掛かり，接続のリトライ回数とリトラ
イ時間の範囲内で接続が確立できなかったことが考え
られます。リトライの設定を見直してください。リト
ライを設定し直しても接続できない場合や，セントラ
ルスコープが起動していない場合，JP1/Base と JP1/
IM の資料を採取して，システム管理者に連絡してく

jco_spmd_status コマンドを使用して確認してく
ださい。起動している場合，イベントコンソールサー
バの起動処理に時間がかかり，接続のリトライ回数と
リトライ時間の範囲内で接続が確立できなかったこと
が考えられます。リトライの設定を見直してくださ
い。リトライを設定し直しても接続できない場合やイ
ベントコンソールサーバが起動していない場合，
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB4756-I
The automatic action process was disconnected.
自動アクションプロセスとの接続を切断しました
イベントフロー制御と自動アクションプロセス間の接続を
切断しました。
（S）
以降，自動アクションプロセスへの自動アクション要
求を送信しません。

KAVB4757-I
Central Scope was disconnected.
セントラルスコープとの接続を切断しました
イベントフロー制御とセントラルスコープの接続を切断し
ました。
（S）
以降，セントラルスコープへはイベントを送信しませ
ん。

KAVB4758-I
Event Console Server was disconnected.
イベントコンソールサーバとの接続を切断しました

ださい。

KAVB4754-I
Event Console Server was connected.
イベントコンソールサーバに接続しました
イベントフロー制御からイベントコンソールサーバに接続
しました。

KAVB4755-E
An attempt to connect to Event Console Server failed.
イベントコンソールサーバへの接続に失敗しました
イベントフロー制御からイベントコンソールサーバへの接
続に失敗しました。設定された回数リトライを行いました
が接続できませんでした。

イベントフロー制御とイベントコンソールサーバ間の接続
を切断しました。
（S）
以降，イベントコンソールへはイベントを送信しませ
ん。

KAVB4759-E
An attempt to request transmission to the automatic
action process failed.:(SEQNO: 送信に失敗した自動アク
ションの契機イベントのイベントDB内通し番号,
Command: 送信に失敗した自動アクションのコマンド)
自動アクションプロセスへのアクション要求に失敗しまし
た：(イベントDB内通し番号:送信に失敗した自動アク
ションの契機イベントのイベントDB内通し番号, コマンド
:送信に失敗した自動アクションのコマンド)

（ S）
イベントコンソールサーバへの接続を停止し，処理を
続行します。
（O）
イベントコンソールサーバが起動しているか

自動アクションプロセスへのアクション要求に失敗しまし
た。設定された回数リトライしましたが，送信できません
でした。
（S）
表示されたイベントのアクションを送信せず，処理を
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続行します。
（O）
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。コマンドを実行する必要が
ある場合は，表示されたコマンドを手動で実行してく
ださい。

KAVB4760-E
Event transmission to Central Scope failed.:(SEQNO: 送
信に失敗した自動アクションの契機イベントのイベント
DB内通し番号)
セントラルスコープへのイベント送信に失敗しました：(
イベントDB内通し番号:送信に失敗した自動アクションの
契機イベントのイベントDB内通し番号)
セントラルスコープへのイベント送信に失敗しました。設
定された回数リトライしましたが送信できませんでした。
（S ）
表示されたイベントを送信せず，処理を続行します。
（O）
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB4761-E
Event transmission to Event Console Server
failed.:(SEQNO: 送信に失敗した自動アクションの契機イ
ベントのイベントDB内通し番号)
イベントコンソールサーバへのイベント送信に失敗しまし
た：(イベントDB内通し番号:送信に失敗した自動アク
ションの契機イベントのイベントDB内通し番号)

KAVB4763-E
An error occurred in the communication with Event
Console Server. : 保守情報 システムのエラーメッセージ
イベントコンソールサーバとの通信でエラーが発生しまし
た: 保守情報 システムのエラーメッセージ
イベントコンソールサーバとのソケット通信でエラーが発
生しました。
（S）
イベントコンソールサーバとの接続を切断し以降イベ
ントコンソールサーバにイベントの送信を行いません
（O）
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB4764-W
An error occurred in acquiring an event from the event
service. Please check if the event service is running or
not. If not, recover the error by starting the event service.
イベントサービスからイベントを取得するときにエラーが
発生しました。イベントサービスが起動しているか確認し
てください。起動していない場合はイベントサービスを起
動してください
イベントサービスからイベントを取得するときにエラーが
発生しました。イベントサービスからイベントコンソール
サービス，自動アクションプロセスに対してイベント配信
ができません。
（S）
処理を続行します。
（O）

イベントコンソールサーバへのイベント送信に失敗しまし
た。設定された回数リトライしましたが送信できませんで
した。
（S ）
表示されたイベントを送信せず，処理を続行します。
（O）
JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システム管
理者に連絡してください。

KAVB4762-W
The response to the request timed out.
要求に対する応答がタイムアウトしました
要求を送信したプロセスからの応答がタイムアウトしまし
た。
（S ）
タイムアウトになったプロセスとの接続を切断し処理
を続行します。

イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。起動していない場合は，イベントサービスを起動
してください。イベントサービスが起動している場
合，JP1/Base と JP1/IM の資料を採取して，システ
ム管理者に連絡してください。

KAVB4765-I
Event Flow Control Service detected the refused
connection from the automatic action process. An
attempt to request transmission to the automaeic action
process was stopped.:(SEQNO: 送信に失敗した自動アク
ションの契機イベントのイベントDB内通し番号,
Command: 送信に失敗した自動アクションのコマンド)
自動アクションプロセスとの通信切断を検知しました。自
動アクションプロセスへのアクション要求を中止しまし
た：(イベントDB内通し番号:送信に失敗した自動アク
ションの契機イベントのイベントDB内通し番号, コマンド
:送信に失敗した自動アクションのコマンド)
自動アクションプロセスとの通信が切断されたことをイベ
ントフロー制御が検知しました。
（S）
再接続されるまで自動アクションへのアクション要求
を行いません。
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KAVB4766-I
Event Flow Control Service detected the refused
connection from Central Scope Server. Event
transmission to Central Scope Server was
stopped.:(SEQNO: イベントDB内通し番号)
セントラルスコープとの通信切断を検知しました。セント
ラルスコープへのイベント送信を中止しました：(イベン
トDB内通し番号: イベントDB内通し番号)
セントラルスコープとの通信が切断されたことをイベント
フロー制御が検知しました。
（ S）
再接続されるまでセントラルスコープへのイベント配
信を行いません。

KAVB4767-I
Event Flow Control Service detected the refused
connection from Event Console Server. Event
transmission to Event Console Server was
stopped.:(SEQNO: イベントDB内通し番号)
イベントコンソールサーバとの通信切断を検知しました。
イベントコンソールサーバへのイベント送信を中止しまし
た：(イベントDB内通し番号: イベントDB内通し番号)
イベントコンソールサーバとの通信が切断されたことをイ
ベントフロー制御が検知しました。
（ S）
再接続されるまでイベントコンソールサーバへのイベ
ント配信を行いません。

KAVB4770-W
An attempt at event acquisition processing from the
specified event acquisition start location has failed.
Acquisition will begin from the events (events after serial
number イベントDB内通し番号 in the event database)
that are registered after JP1/IM - Central Console is
started.(保守情報)
指定されたイベント取得開始位置のイベント取得処理に失
敗しました。起動後に登録されたイベント(イベントDB内
通し番号イベントDB内通し番号以降のイベント)から取得
を開始します:保守情報
JP1/IM - Manager 起動時にイベントフロー制御サービス
で，指定されたイベント取得開始位置のイベントをイベン
トサーバから取得するときにエラーが発生しました。
起動後に登録されるイベントが，JP1/Base，JP1/IM -

絡してください。

KAVB4771-I
The event database has been switched, so the events
from serial numbers イベントDB内通し番号1 to イベント
DB内通し番号2 cannot be acquired.
イベントデータベースが切り替わったためイベントDB内
通し番号イベントDB内通し番号1からイベントDB内通し
番号2のイベントを取得することができません
イベントデータベースが切り替わったため，切り替わる前
のイベントデータベースに格納されていたイベントが取得
できませんでした。
（S）
イベントデータベースの先頭からイベントの取得を開
始します。

KAVB4772-I
Acquisition will be started from the events registered
after JP1/IM - Central Console is started, because no
event exists in the event database.
イベントデータベースにイベントがないため起動後に登録
されたイベントから取得を開始します
イベントデータベースにイベントがないためイベント取得
開始位置で設定されたイベントが取得できませんでした。
（S）
JP1/IM - Manager 起動後にイベントサーバに登録さ
れたイベントから取得を開始します。

KAVB4773-E
Connection to the Event Server is not possible because
the permission was not set.
イベントサーバに接続するための権限が設定されてないた
めイベントサーバに接続できません
イベントサーバに接続するための権限が設定されてないた
めイベントサーバに接続できませんでした。
（S）
イベントを取得できないため，JP1/IM - Manager を
終了します。
（O）
JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルの users パ
ラメーターに * または，SYSTEM（Windows の場

Manager で内部的に使用する連絡用イベントである場合，

合），root（UNIX の場合）を設定して JP1/Base，

メッセージに表示されたイベントが取得できないことがあ
ります。また，イベント取得フィルターやユーザーフィル
ターなどのフィルターによってメッセージに表示されたイ
ベントがフィルタリングされることがあります。

JP1/IM - Manager を再起動してください。

（ S）
JP1/IM - Manager 起動後にイベントサーバに登録さ
れたイベントから取得を開始します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
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started, because the event acquisition start location
(serial number in the event database:イベントDB内通し
番号) of 制御名 is invalid.
制御名のイベント取得開始位置(イベントDB内通し番号:
イベントDB内通し番号)が不正であるため起動後に登録さ
れたイベント(イベントDB内通し番号イベントDB内通し
番号以降のイベント)から取得を開始します
メッセージに表示された制御でイベント取得開始位置が不
正であることを検知しました。制御名には「自動アクショ
ンサービス」「イベントコンソールサービス」「セントラル
スコープサービス」のどれかが表示されます。
JP1/IM - Manager 起動後に登録されるイベントが，JP1/
Base，JP1/IM - Manager で内部的に使用する連絡用イベ
ントである場合，メッセージに表示されたイベントが取得
できないことがあります。また，イベント取得フィルター
やユーザーフィルターなどのフィルターによってメッセー
ジに表示されたイベントがフィルタリングされることがあ
ります。
（S ）
メッセージに表示された制御は，JP1/IM - Manager
起動後にイベントサーバに登録されたイベントから取
得を開始します。

KAVB4776-W
The event acquired from the event service will be ignored
because the event contains invalid information. (event
database serial number = イベントDB内通し番号, reason
code = 要因コード)
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視します
イベントDB内通し番号:イベントDB内通し番号 要因コー
ド:要因コード
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視しま
す。
（S）
不正な情報を含むイベントを無視して処理を続行しま
す。
（O）
次の項目を確認してください。
• 要因コードが 3 の場合
イベントの到着時刻が不正です。マネージャーでシ
ステムの時刻を確認し，時刻が正しく設定されてい
るか確認してください。
• 要因コードが 4 の場合

（O）

イベントの登録時刻が不正です。イベントが登録さ
れたホストでシステムの時刻を確認し，時刻が正し
く設定されているか確認してください。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4775-I
The event database has been switched, so the event
acquisition start location (serial number in the event
database: イベントDB内通し番号) of 制御名 was not
found. Acquisition will now start from the start of the
event registered in the event database (serial number in
the event database:イベントDB内通し番号).
イベントデータベースが切り替わったため制御名のイベン
ト取得開始位置(イベントDB内通し番号:イベントDB内通
し番号)が見つかりません。イベントデータベースに登録
されたイベントの先頭(イベントDB内通し番号:イベント
DB内通し番号)から取得を開始します
イベントデータベースが切り替わったため，メッセージで
表示された制御のイベント取得開始位置が見つかりません
でした。制御名には「自動アクションサービス」「イベン
トコンソールサービス」「セントラルスコープサービス」
のどれかが表示されます。
イベントデータベースの先頭のイベントが，JP1/Base，
JP1/IM - Manager で内部的に使用する連絡用イベントで
ある場合，メッセージに表示されたイベントが取得できな
いことがあります。また，イベント取得フィルターやユー
ザーフィルターなどのフィルターによってメッセージに表
示されたイベントがフィルタリングされることがありま
す。
（S）
メッセージに表示された制御は，イベントデータベー
スの先頭からイベントの取得を開始します。

上記で問題がない場合，または上記以外の場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB4777-E
An attempt to switch the event acquisition filter failed
because the event database contains an invalid event.
イベントDBに不正なイベントが含まれているためイベン
ト取得フィルターの変更に失敗しました
イベント DB に不正なイベントが含まれているためイベン
ト取得フィルターの変更に失敗しました。
（S）
変更前のイベント取得フィルターで処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4901-E
I/O error occurred. : 保守情報
入出力エラーが発生しました : 保守情報
ファイルの入出力などで I/O エラーが発生しました。
（S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
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資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4902-E
Insufficient memory. : 保守情報
メモリー不足が発生しました : 保守情報

消去されています。
（S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

メモリー不足が発生しました。
（ S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。

KAVB4907-E
No more space in file(ファイル名).
ファイル(ファイル名)に空き容量がありません

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4903-E
System error occurred. : 保守情報
システムエラーが発生しました : 保守情報
システムエラーが発生しました。
（ S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
システムのエラーメッセージに従って対処してくださ
い。必要に応じて，資料を採取しシステム管理者に連
絡してください。

KAVB4904-E
System error occurred. : 保守情報
システムエラーが発生しました : 保守情報
システムエラーが発生しました。
（ S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4905-E
Failed to put message(メッセージID). : 保守情報

書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイス
に空き容量がありません。
（S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB4908-E
Error that prevented processing occurred in Event
Server. : 保守情報 イベント関数のリターンコード
イベントサーバで続行不能エラーが発生しました : 保守情
報 イベント関数のリターンコード
イベントサーバへの接続，イベントの登録，または取得時
に続行できないエラーが発生しました。
（S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
イベントサーバの状態を確認して対処してください。

KAVB4909-E
An attempt to set locale information has failed.
ロケール情報の設定に失敗しました
OS にてサポートされていないロケールが設定されていた
ため，ロケール情報の設定に失敗しました。
（S）
1. マネージャー起動時に出力された場合は，C ロ

メッセージの出力に失敗しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
保守情報に従って対処してください。

ケールを仮定して処理を続行しますが，動作は不
定です。
2.［アクション設定］画面
3. 起動時および［アクション設定］画面の［適用］
ボタンのクリック時に出力された場合は，操作を
打ち切ります。
4. jcamakea コマンドの実行時に出力された場合は，

KAVB4906-E
System file(ファイル名) is corrupt. : 保守情報
システムファイル(ファイル名)が壊れています : 保守情報
システムで管理しているファイルが壊れているか，または
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処理を打ち切ります。
（O）
1. マネージャー起動時に出力された場合は，
jp1co_env.conf ファイルの環境変数 LANG の
値が環境変数 LANG に指定できる値であることを

KAVB5000-W 〜 KAVB5054-W

確認し，再起動してください。
2.［アクション設定］画面起動時および［アクション
設定］画面の［適用］ボタンのクリック時に出力
された場合は，環境変数の値を確認して再起動し
たあと，操作してください。
3. jcamakea コマンドの実行時に出力された場合は，
実行環境の環境変数 LANG の値が LANG に指定
できる値であることを確認してください。
また，ロケール環境変数（LC_ALL，

（O）
［アクション詳細設定］画面で定義を再入力してくだ
さい。

KAVB5051-W
An invalid Parameter Group Number or an invalid event
AND condition is specified. (line: 行番号)
パラメーターグループ番号またはイベントAND条件の指
定が不当です (行番号: 行番号)

LC_COLLATE，LC_CTYPE，LC_MONETARY，
LC_NUMERIC，LC_TIME，LC_MESSAGES）が設定

先頭のアクション定義にイベント AND 条件が指定されて

されている場合には，ロケール環境変数に対して
unset コマンドを実行して再度実行してください。

いるか，［アクション詳細設定］画面のパラメーターグ
ループに 0 〜 9 の数値，または & 以外の文字が指定され

対処を行っても回復しない場合は，ターミナル上で
locale -a を実行し，OS にそのロケール（LANG
環境変数値）がインストールされているか確認してく
ださい。インストールされていない場合は，そのロ
ケールをインストールしてください。

KAVB5000-W
The Action Parameter Definitions window cannot be
displayed because an item(項目名) not displayable by the
connected IM-View is set. (line: 行番号, file: ファイル名)
接続しているIM-Viewで表示できない項目(項目名)が設定
されているため、アクション設定画面を表示できません(
行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)

ています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5052-W
An invalid Event ID is specified. (line: 行番号)
イベントIDの指定が不適切です (行番号: 行番号)
［アクション詳細設定］画面のイベント ID が誤っていま
す。

接続している JP1/IM - View のバージョンでは処理できな
いアクション定義を含んでいるため，［アクション設定］
画面を起動できません。

（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）

（S ）
アクション定義の読み込み処理を中断します。

［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

（O）
次に示す項目を表示できるバージョンの JP1/IM View で［アクション設定］画面を起動してくださ
い。
• ［状態監視］は，07-11 以降の JP1/IM - View で表

KAVB5053-W
Invalid Message Text is specified. (line: 行番号)
メッセージテキストの指定が不適切です (行番号: 行番号)

示できる。
• ［抑止時間］は，07-11 以降の JP1/IM - View で表

［アクション詳細設定］画面のメッセージに指定された正
規表現が誤っています。

示できる。
• ［遅延監視時間］は，07-11 以降の JP1/IM - View

（S）

で表示できる。
• ［ルール］は，08-00 以降の JP1/IM - View で，
JP1/IM - Rule Operation 連携機能を有効にした場
合表示できる。

アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5050-W

KAVB5054-W

No Action Definition Information is specified.
アクション定義情報がありません

Invalid Event Basic Information is specified. (line: 行番号
)
イベント基本情報の指定が不適切です (行番号: 行番号)

入力するアクション定義のヘッダー情報，またはアクショ
ン定義情報が指定されていません。
（S ）
アクション定義作成処理を中断します。

［アクション詳細設定］画面のイベント基本情報に指定さ
れた正規表現が誤っています。
（S）
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KAVB5055-W 〜 KAVB5062-W

アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5055-W

KAVB5059-W

Invalid Event Detail Information is specified. (line: 行番
号)
イベント詳細情報の指定が不適切です (行番号: 行番号)

An invalid Execution Host or Group is specified. (line: 行
番号)
実行先ホスト／グループ名の指定が不適切です (行番号:
行番号)

［アクション詳細設定］画面のイベント詳細情報に指定さ
れた正規表現が誤っています。
（ S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義情報を正しく指定して，再度［アク
ション詳細設定］画面を実行してください。

［アクション詳細設定］画面に指定された実行ホスト名が
誤っています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5056-W
An invalid severity for Event Expansion Information is
specified. (line: 行番号)
イベント拡張情報の重大度の指定が不適切です (行番号:
行番号)
［アクション詳細設定］画面のイベント拡張情報の重大度
に指定された値が誤っています。
（ S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5057-W
An invalid User Name is specified. (line: 行番号)
ユーザー名の指定が不適切です (行番号: 行番号)
［アクション詳細設定］画面に指定された実行ユーザー名
が誤っています。
（ S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5058-W
An invalid Environment Definition File is specified. (line:
行番号)
環境変数ファイル名の指定が不適切です (行番号: 行番号)
［アクション詳細設定］画面に指定された環境変数ファイ
ル名が誤っています。
（ S）
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KAVB5060-W
The length of one parameter exceeds 最大長 bytes. (line:
行番号)
1件のパラメーター長が最大長バイトを超えています (行
番号:行番号)
1 件のアクション定義のパラメーター長が最大長バイトを
超えています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5061-W
More than 100 Event Extended Attributes are specified.
(line: 行番号)
イベント拡張属性の指定が100件を超えています (行番号:
行番号)
100 件を超えるイベント拡張属性を 1 件のアクション定義
に指定しました。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

KAVB5062-W
An invalid Event Extended Attribute is specified. (line:
行番号)
イベント拡張属性の指定が不適切です (行番号: 行番号)

KAVB5063-W 〜 KAVB5069-W

［アクション詳細設定］画面に指定されたイベント拡張属
性の正規表現が誤っています。

［アクション詳細設定］画面で指定された抑止時間の値が
誤っています。

（S）

（S）

アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義情報を正しく指定して，再度［アク
ション詳細設定］画面を実行してください。

KAVB5063-W

KAVB5067-W

No action is specified. (line: 行番号)
アクションが指定されていません (行番号: 行番号)

An invalid Delay Monitoring Time is specified. (line: 行番
号)
遅延監視時間の指定が不適切です (行番号: 行番号)

ユーザー名，環境変数ファイル名，または実行先ホスト／
グループ名が指定されていますが，アクションが指定され
ていません。
（S ）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

［アクション詳細設定］画面に指定された遅延監視時間の
値が誤っています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義情報を正しく指定して，再度［アク
ション詳細設定］画面を実行してください。

KAVB5064-W

KAVB5068-W

More than 10 event AND conditions are specified in
Action Definitions. (line: 行番号)
イベントAND条件の指定が10件を超えています (行番号:
行番号)

The length of Action parameter exceeds 最大長 bytes.
(line: 行番号)
アクションのパラメーター長が最大長バイトを超えていま
す (行番号: 行番号)

10 件を超えるアクション定義にイベント AND 条件を指
定しました。
（S）
該当する行のアクション定義を無視して処理を続行し
ます。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

［アクション詳細設定］画面で指定されたアクションのパ
ラメーター長が最大長バイトを超えています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義情報を正しく指定して，再度［アク
ション詳細設定］画面を実行してください。

KAVB5065-W

KAVB5069-W

Invalid Event Extended Attribute Name. (line: 行番号)
イベント拡張属性名の記述が不適切です (行番号: 行番号)

The length of the event monitoring condition parameter
exceeds 最大長 bytes. (line = 行番号)
イベント監視条件に設定できるパラメーター長が最大長バ
イトを超えています (行番号: 行番号)

［アクション詳細設定］画面に指定されたイベント拡張属
性名が誤っています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
アクション定義情報を正しく指定して，再度［アク
ション詳細設定］画面を実行してください。

KAVB5066-W

［アクション詳細設定］画面でイベント監視条件に設定で
きるパラメーター長が最大長バイトを超えています。
（S）
アクション定義作成処理を中断します。
（O）
［アクション詳細設定］画面で，アクション定義情報
を正しく入力し直してください。

An invalid Suppression Time is specified. (line: 行番号)
抑止時間の指定が不適切です (行番号: 行番号)
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KAVB5070-E 〜 KAVB5108-W

KAVB5070-E
An attempt to write data to the action definition file(ファ
イル名) has failed. (detailed information = 詳細情報)
アクション定義ファイル(ファイル名)へのデータの書き込
みに失敗しました (詳細情報:詳細情報)
自動アクション定義ファイルへのデータの書き込みに失敗
しました。
（ S）
自動アクション定義ファイルへのデータの書き込みを
停止し，自動アクション定義ファイルを書き込み前の
状態に回復します。
マネージャーに設定を反映しないで，処理を続行しま
す。

（S）
処理を打ち切ります。
（O）
自動アクション定義ファイルの定義内容を確認し，再
実行してください。

KAVB5105-W
Failed to change the Action Definition file.
アクション定義ファイルの変更に失敗しました
自動アクション定義ファイルの変更に失敗しました。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）

（O）
［アクション設定］画面で，自動アクションの設定を
再度行ってください。
また，次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか。
• システムの物理メモリー，および仮想メモリーの空
き容量が不足していないか。
• 次のパスに，フォルダ（ディレクトリ）ではなく，
同名のファイルが存在していないか。
• 次のパスのフォルダ（ディレクトリ）にアクセス権
が設定されているか。
Windows の場合：
物理ホスト：
Console パス ¥conf¥action
Console パス ¥conf¥tmp

自動アクション定義ファイルがあるかなど確認してか
ら，再実行してください。

KAVB5106-E
Current Directory is too long.
カレントディレクトリが長過ぎます
カレントディレクトリが長過ぎます。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
カレントディレクトリ＋ファイル名が 255 バイト以
内になるように変更して再実行してください。

論理ホスト：
共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥action

KAVB5107-W

共有フォルダ ¥jp1cons¥conf¥tmp

Cannot connect to Automatic Action process.
自動アクションプロセスに接続できません :

UNIX の場合：
物理ホスト：
/etc/opt/jp1cons/conf/action
/etc/opt/jp1cons/conf/tmp
論理ホスト：
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/action
共有ディレクトリ /jp1cons/conf/tmp
問題が解決されない場合は，次の OS のログを確認

自動アクションデーモン（サービス）に接続できません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
プロセスが起動しているか，ビジー状態かどうかを確
認して，再実行してください。

し，ファイルディスクリプタなどの OS のリソース不

KAVB5108-W

足がほかに発生していないかを確認してください。
• Windows の場合：Windows イベントログ

Cannot receive response from Automatic Action process.
自動アクションプロセスからの応答がありません

• UNIX の場合：シスログ（syslog）
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB5104-W
The Action Definition file includes an invalid parameter.
アクション定義ファイルに不適切なパラメーターがありま
す
自動アクション定義ファイルに不適切な記述があります。
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自動アクションデーモン（サービス）からの応答がありま
せん。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
プロセスが正常に稼働しているか確認後，再実行して
ください。

KAVB5109-W 〜 KAVB5200-W

KAVB5109-W
Cannot connect to Event Flow Control Service.
イベントフロー制御サービスに接続できません
イベントフロー制御サービスに接続できません。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
プロセスがビジー状態になっていないか，またはプロ
セスが起動しているかを確認後，再実行してくださ
い。

KAVB5110-W
Cannot receive response from Event Flow Control
Service.
イベントフロー制御サービスからの応答がありません

該当データを無視して処理を続行します。
（O）
保守情報に表示される要因コードに従って以降に示す
確認をしてください。なお，保守情報は，「エラー発
生個所番号 1 エラー発生個所番号 2 要因コード」の
ように表示されます。
• 要因コードが 1 の場合
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルがロッ
クされています。時間をおいて再度実行してくださ
い。
• 要因コードが 2 の場合
システムに定義されているファイルの最大オープン
数を超えています。OS のリソースを確保して再度
実行してください。
• 要因コードが 4 の場合
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルが壊れ
ているおそれがあります。自動アクションのコマン
ド実行履歴ファイルの状態を確認する方法，および
回復方法については，マニュアル「JP1/Integrated

イベントフロー制御サービスからの応答がありません。

Management - Manager システム構築・運用ガイ

（S ）

ド

処理を打ち切ります。
（O）
プロセスが正常に稼働しているかを確認後，再実行し
てください。

KAVB5150-W
There is no applicable data in the Command Executed
log file.
コマンド実行履歴に該当データがありません
コマンド実行履歴から履歴を取得しようとしましたが，該
当データがありませんでした。
（S ）
該当データを無視して処理を続行します。
（O）
「送信待機」状態のアクションをキャンセルした際に
出力された場合には，コマンド実行先の JP1/Base に
アクションの実行要求がキューイングされる前に自動
アクションデーモン ( サービス ) での削除処理が完了
したために出力されていますので，問題はありませ
ん。上記状況以外で出力された場合には，必要に応じ
て，コマンド実行履歴のサイズを大きくするなどして
ください。

KAVB5151-W
Failed to get data from Command Executed log file. : 保
守情報
コマンド実行履歴からデータの取得に失敗しました : 保守
情報
自動アクションのコマンド実行履歴から履歴を取得しよう
としましたが，コマンド実行履歴ファイルの操作でエラー
が発生しました。
（S ）

24.5 (4) コマンド実行履歴ファイルが壊れてい

る場合」を参照してください。
自動アクションのコマンド実行履歴ファイルの状態
が正常だった場合，JP1/IM の資料採取ツールを実
行し，システム管理者に連絡してください。
• 要因コードが 5 の場合
メモリーが不足しています。OS のリソースを確保
して再度実行してください。

KAVB5152-W
An invalid response was received when the command
was executed. (source host name = ホスト名, action serial
number = アクション通し番号, cid = cid, reason code = 要
因コード)
コマンド実行から不正な応答を受信しました 送信元ホス
ト名:ホスト名 アクション通し番号:アクション通し番号
cid:cid 要因コード:要因コード
コマンド制御から受信した応答の時刻情報が不正です。自
動アクション結果の開始時刻，または終了時刻が表示され
ない場合があります。
（S）
不正個所を無視して処理を続行します。
（O）
アクションが実行されたホストでシステムの時刻を確
認し，時刻が正しく設定されているか確認してくださ
い。
問題ない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

KAVB5200-W
No Action Definition File is specified.
アクション定義ファイルが指定されていません
コマンドの引数に自動アクション定義ファイル名が指定さ
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KAVB5201-W 〜 KAVB5254-W

れていません。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
自動アクション定義ファイル名を指定して再実行して
ください。

KAVB5201-W
More than 100 Action Definition Files are specified.
指定できるアクション定義ファイル数は最大100個までで
す

（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB5250-W
Invalid Label name(ラベル名).
ラベル名(ラベル名)は不適切です
不適切なラベル名が指定されています。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

コマンドの引数に指定した自動アクション定義ファイル数
が 100 を超えています。
（ S）
101 個目以降に指定したファイル名を無視して，処理

KAVB5251-W
Invalid value to Label name(ラベル名) is specified.
ラベル名(ラベル名)の値が不適切です

を続行します。
（O）
テキストエディターなどで自動アクション定義ファイ
ルを統合して数を減らしてから，再実行してくださ
い。または 100 個までマージして作成した自動アク
ション定義ファイルと，101 個目以降の自動アクショ

ラベル名に対し不適切な値が指定されています。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

ン定義ファイルを指定して再実行してください。

KAVB5202-W
The specified Action Definition File(ファイル名) has no
parameters.
指定したアクション定義ファイル(ファイル名)にパラメー
ターがありません

KAVB5252-W
No value to Label name (ラベル名) is specified.
ラベル名(ラベル名)の値がありません
ラベル名に値する値が指定されていません。
（S）

指定した自動アクション定義ファイルにチェック対象のパ
ラメーターがありません。空白，改行，コメント行だけの
ファイルです。
（ S）
該当する自動アクション定義ファイルの処理を中断し
ます。複数のファイルを指定している場合は，次の
ファイルを処理します。

処理を打ち切ります。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB5253-W
No Label name is specified.
ラベル名の指定がありません

（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB5203-W
An invalid Action Definition exists. (line: 行番号 to 行番
号, file: ファイル名)
無効になるアクション定義があります(行番号: 行番号 か
ら 行番号, ファイル名: ファイル名)
不適切なアクション定義があったため，イベント AND 条
件に指定されたアクション定義は，すべて無効となりま
す。
（ S）
該当する行のアクション定義は無視して処理を続行し
ます。
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ラベル名の指定がありません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
誤りを訂正して再実行してください。

KAVB5254-W
Failed to set value of Label name(ラベル名). : 保守情報
ラベル名(ラベル名)の設定に失敗しました : 保守情報
ラベル名の値の設定に失敗しました。
（S）
処理を打ち切ります。

KAVB5300-I 〜 KAVB5350-I

（O）

（S）

共通定義の設定が破壊されていないか確認してくださ
い。

KAVB5300-I
A request to re-execute an action was accepted.
アクションの再実行要求を受け付けました
アクションの再実行要求を受け付けました。
（S ）
処理を続行します。

KAVB5301-W
There is no applicable data in the Action Information file.
アクション情報ファイルに該当データがありません
アクション情報ファイルからそのアクション情報を取得し
ようとしましたが，データがありませんでした。
（S ）

処理を打ち切ります。
（O）
アクションの内容を確認し，再実行したい場合は，
［コマンド実行］画面から実行してください。

KAVB5303-W
The action's status does not allow re-execution.
Please click the "Update" button and check the status.
アクションが再実行できる状態にありません。更新ボタン
を押して状態を確認してください
アクションの再実行要求後，［更新］をクリックする前に
アクションの再実行を再度要求しました。または，アク
ション情報ファイルにそのアクションのデータが存在しな
いため，アクションの再実行はできません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）

処理を打ち切ります。
（O）
アクション情報ファイルの容量が適切であるか確認
し，適切でない場合はアクション情報ファイルの容量
を見積もり，適切な容量を設定してください。アク
ション情報ファイルの容量が適切に設定されている場
合，自動アクションサービス（jcamain）がデッド
ロックや無限ループなどで処理が停止（ハングアッ
プ）しているおそれがあります。自動アクションサー
ビスが停止している場合は，資料を採取し，JP1/IM Manager を再起動してください。
以下の方法で，自動アクションサービスが停止してい
ないか確認を行ってください。
• 自動アクションサービスが停止していないかの確認
jco_spmd_status コマンドを実行し，自動アク
ションサービスが起動しているかを確認する。自動
アクションサービスが起動している場合は以下を確
認する。
• ヘルスチェック機能を有効にしている場合
KAVB5301-W メッセージが表示されたイベントの
イベント到着時刻付近で，統合トレースログファイ
ルに KAVB8060-E が出力されていないかを確認す
る。
• ヘルスチェック機能を無効にしている場合
KAVB5301-W メッセージが表示されたイベントよ
り前に受信したイベントでアクションの詳細が正し
く表示されるかを確認する。

KAVB5302-W
A request to re-execute an action could not be accepted.
アクションの再実行要求は受け付けられません

［アクション結果一覧］画面の［更新］をクリックし
て，アクションの最新の状態を確認してください。
時間をおいて［更新］をクリックした後もこのメッ
セージが出力される場合は，アクション情報ファイル
にそのアクションのデータが存在していません。必要
に応じてアクション情報ファイルのサイズを大きくし
てください。

KAVB5304-W
A request to re-execute an action failed.
アクションの再実行要求に失敗しました
アクションの再実行要求に失敗しました。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
JP1/IM - View の接続先ホストで JP1/Base が正常に
起動しているかどうかを確認してください。

KAVB5350-I
No displayable action definition exists because an
automatic action process is in the 自動アクションの状態
（停止または休止） state.
自動アクションプロセスが自動アクションの状態（停止ま
たは休止）状態のため表示可能なアクション定義がありま
せん
自動アクションプロセスが停止または休止状態のため，表
示可能なアクション定義がありません。
（S）
処理を打ち切ります。

アクションの再実行要求をしましたが，JP1/IM - Console
06-51 以前の環境で実行したアクションであるため，再実
行できません。

713

KAVB5400-E 〜 KAVB5453-I

KAVB5400-E

KAVB5403-E

Changing of the event distribution option was not
possible.(Target file name: コピー先のファイル名,
Original file name: コピー元のファイル名): エラー詳細
イベント配信オプションの設定を変更できませんでした(
コピー先ファイル名:コピー先のファイル名 コピー元ファ
イル名：コピー元のファイル名)：エラー詳細

An attempt to specify startup settings for the correlation
event generation service has failed. (option = -egsオプ
ション指定値, reason = 要因, file name = ファイル名)
相関イベント発行サービスの起動設定に失敗しました オ
プション:-egsオプション指定値 要因:要因 (ファイル名:
ファイル名)

ファイルのコピーに失敗したため，イベント配信オプショ
ンの設定を変更できませんでした。

JP1/IM - Manager 起動時に，相関イベント発行サービス

（ S）
イベント配信オプションの設定は変更されません。

を起動する，または起動しないようにする設定に失敗しま
した。
（S）
設定する前の状態に戻します

（O）
エラー情報に従ってコピー先ファイルとコピー元ファ
イルの状態を確認してください。ファイルが存在しな
い場合はシステム管理者に連絡してください。

KAVB5401-E
Changing of the event distribution option was not
possible. (file: ファイル名)
イベント配信オプションの設定を変更できませんでした (
ファイル名: ファイル名)

（O）
• 要因が [I/O Error] の場合：ファイル名に示した
ファイルが読み取り，書き込みできるか確認してく
ださい。
• 要因が [System Error] の場合：資料を採取してシ
ステム管理者に連絡してください。

KAVB5450-I
A request to cancel an action was received.
アクションのキャンセル要求を受け付けました

イベント配信オプションの設定を変更できませんでした。
アクションのキャンセル要求を受け付けました。

（ S）
イベント配信オプションの設定は変更されません。

処理を継続します。

（O）
拡張起動プロセス定義ファイルが，読み取りおよび書
き込みができるかどうか確認してください。

KAVB5402-E
An attempt to specify startup settings for the Insident
Registration Service has failed. (option = -nオプション指
定値, reason = 要因, file name = ファイル名)
インシデント登録サービスの起動設定に失敗しました オ
プション:-nオプション指定値 要因:要因 (ファイル名:ファ
イル名)
JP1/IM - Manager 起動時に，インシデント登録サービス
を起動する，または起動しないようにする設定に失敗しま
した。
（ S）

KAVB5451-I
Action cancellation processing has finished.
アクションのキャンセル処理を終了しました
アクションのキャンセル処理を終了しました。
（S）
処理を終了します。

KAVB5452-Ｉ
KAVB5452-Ｉ
Action cancellation processing has been canceled.
アクションのキャンセル処理を中断しました
アクションのキャンセル処理を中断しました。
（S）

設定する前の状態に戻します
（O）
• 要因が [I/O Error] の場合：ファイル名に示した
ファイルが読み取り，書き込み可能であるか確認し
てください。
• 要因が [System Error] の場合：資料を採取してシ
ステム管理者に連絡してください。
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（S）

処理を終了します。

KAVB5453-I
Cancellation processing was not performed because the
action did not exist in the Execution Host.(Action Serial
Number=アクション通し番号, Execution Host=アクショ
ン実行ホスト名)
アクション(アクションDB内通し番号=アクションDB内通
し番号,アクション=アクション, 実行ホスト=アクション実
行ホスト名)が実行ホストに存在しないため、キャンセル
処理を実行しませんでした

KAVB5454-E 〜 KAVB5459-W

アクションが実行ホストに存在しないため，キャンセル処
理を実行しませんでした。
（S ）
処理を終了します。
（O）
キャンセルしたアクションの状態によって，処置方法
が異なります。
• キャンセルしたアクションの状態が「終了」の場
合，アクションの実行がすでに完了しているため，
キャンセル処理を実行できません。アクションの状
態が「終了」であることを確認してください。
• キャンセルしたアクションの状態が「終了」以外の
場合，アクション実行ホストが起動していることを
確認してください。

KAVB5454-E
Action cancellation processing has failed.
アクションのキャンセル処理が失敗しました
アクションのキャンセル処理が失敗しました。
（S ）
処理を終了します。
（O）
次の内容を確認して，再度実行してください。
• アクション実行ホストが起動しているか。
• アクション要求をした JP1/IM - Manager が起動し
ているか。
• ネットワークに異常が発生していないか。

KAVB5455-W
The Action Serial Number(アクション通し番号) is
specified more than once.
アクション通し番号(アクション通し番号)が複数回指定さ
れています
アクション通し番号が重複しています。
（S ）
処理を終了します。
（O）
アクション通し番号の重複をなくして再度実行してく
ださい。

KAVB5456-W
A maximum of 20 Action Serial Numbers can be
specified.
指定できるアクション通し番号は最大20件までです

指定するアクション通し番号を 20 件以下にして，再
度実行してください。

KAVB5457-W
The action for the specified Action Serial Number(アク
ション通し番号) does not exist.
指定されたアクション通し番号(アクション通し番号)のア
クションは存在しませんでした
引数に指定されたアクション通し番号が存在しませんでし
た。
（S）
処理を終了します。
（O）
正しいアクション通し番号を指定して，再度実行して
ください。

KAVB5458-W
An invalid Execution Host Name(アクション実行ホスト
名) is specified.
不適切な実行先ホスト名(アクション実行ホスト名)が指定
されています
引数に指定されたアクション実行ホスト名が不正です。
（S）
処理を終了します。
（O）
正しいアクション実行ホスト名を指定して，再度実行
してください。

KAVB5459-W
Cancellation is not possible because the action with the
specified Action Serial Number(アクション通し番号) is
not in a cancelable state.
指定されたアクション通し番号(アクション通し番号)のア
クションはキャンセル可能な状態でないため、キャンセル
できません
引数に指定したアクション通し番号のアクションがキャン
セル可能な状態でないため，キャンセル処理を実行しませ
んでした。
（S）
処理を終了します。
（O）
キャンセルできる状態のアクションを指定して再度実
行してください。

引数に指定したアクション通し番号が 20 件を超えていま
す。
（S）
処理を終了します。
（O）
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KAVB5460-E 〜 KAVB6015-I

KAVB5460-E

KAVB6007-I

A request to cancel an action could not be processed by
the Execution Host.
(Execution Host=アクション実行ホスト名, Action Serial
Number=アクション通し番号)
実行先ホスト(実行ホスト=アクション実行ホスト名)でア
クション(アクション通し番号=アクション通し番号)の
キャンセル要求を処理できませんでした

処理中です。お待ちください...

アクション実行ホストがアクションのキャンセル要求を処
理できませんでした。
（ S）
処理を終了します。

処理の実行中です。
（S）
処理が終了するまで実行します。
（O）
処理が終了するまで待ってください。

KAVB6011-I
終了（ログアウト）してもよろしいですか？
ログアウトしてよいかの確認です。

（O）
次の内容を確認してください。
• アクション実行ホストの JP1/Base のバージョンが
07-10 以降か。

（S）
［はい］ボタンを押すと，ログアウトします。［いい
え］ボタンを押すと，ログアウトしません。

• アクション実行ホストが起動しているか。

KAVB5461-I
Any action will be cancelled. Is this OK? [Y or N]
アクションをキャンセルします。よろしいですか？[Y or
N]
指定したアクションに対してキャンセル要求をしてよいか
の確認です。
（ S）
入力を待ちます。
（O）
アクションをキャンセルする場合は Y または y を，
キャンセルしない場合は N または n を入力してくだ

セントラルスコープ・
ビューアーに関する
メッセージ
（KAVB6001 〜
KAVB6999）

KAVB6006-E
入力情報を入力してください
画面の必須入力項目が入力されていません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
入力されていない項目を入力してください。
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すべての子の監視ノードも状態または監視状態に変更しま
すか？
すべての子の監視ノードも状態または監視状態に変更して
よいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，子の監視ノードの状態が状
態または監視状態に変更されます。［いいえ］ボタン
を押すと，子の監視ノードについては変更されませ
ん。

KAVB6014-I
監視ノードとすべての子の監視ノードを状態または監視状
態に変更しますか？

さい。

5.5.6

KAVB6013-I

監視ノードとすべての子の監視ノードを状態または監視状
態に変更してよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，監視ノードとすべての子の
監視ノードが状態または監視状態に変更されます。
［いいえ］ボタンを押すと，監視ノードは変更されま
せん。

KAVB6015-I
サーバ上に同名のデータが存在します。上書きしてもよろ
しいですか？
サーバデータを上書き更新するかどうかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，データを上書きで更新しま
す。［いいえ］ボタンを押すと，データを更新しませ
ん。

KAVB6016-E 〜 KAVB6025-W

KAVB6016-E

KAVB6022-E

入力情報の入力数が入力可能個数（個数個）を超えていま
す

ファイル種別が見つかりません
ファイル名

入力情報の入力数が入力可能個数を超えています。

ローカルファイルがないことの通知です。

（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
正しい個数を入力してください。

（S）
通知されたファイルがなくても可能な処理を継続しま
す。
（O）
ファイル種別が存在するかを確認してください。

KAVB6018-I
データを削除してよろしいですか？

KAVB6023-I
サーバのデータを更新します。よろしいですか？

選択中のデータを削除してよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，選択中のデータを表示域か
ら削除します。［いいえ］ボタンを押すと，選択中の
データを表示域から削除しません。

データをサーバに反映させてよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，更新データをサーバに反映
します。［いいえ］ボタンを押すと，反映しません。

KAVB6019-E

KAVB6024-E

アプリケーションの起動に失敗しました
起動コマンド : 起動コマンド
詳細情報 : 詳細情報

このファイルには対応していません ヘルプを参照してく
ださい

アプリケーション起動中に，何らかの障害が発生しまし
た。
（S ）
アプリケーションの起動を打ち切ります。
（O）
実行アプリケーションの配置が，インストール時と同
じになっているかを確認してください。

KAVB6020-I
監視ノードを状態に変更しますか？
選択中の監視ノードの状態を状態に変更してよいかの確認
です。
（S ）
［はい］ボタンを押すと，選択中の監視ノードの状態
が状態に変更されます。［いいえ］ボタンを押すと，
選択中の監視ノードの状態は変更されません。

KAVB6021-I
更新データがサーバに反映されていませんが，終了してよ
ろしいですか？
更新データをサーバに反映せずに終了してよいかの確認で
す。
（S ）
［はい］ボタンを押すと，更新を反映しないで画面を
終了します。［いいえ］ボタンを押すと，画面を終了
しません。

ビジュアルアイコンに未対応の形式の画像ファイルが指定
されたため，プレビュー処理に失敗しました。
（S）
プレビュー処理を中断します。
（O）
指定したファイルがビジュアルアイコンに対応してい
るか，次の項目を確認してから，指定し直してくださ
い。
• ファイルの形式が（*.gif，*.jpg，*.png）であ
ること
• サイズが 24 × 24 ピクセル〜 2,048 × 2,048 ピク
セルであること
• 260 バイトを超えないファイル名（格納パスを含
む）であること

KAVB6025-W
ビジュアルアイコンが不正です
ファイル名
ビジュアルアイコンに未対応の形式の画像ファイルファイ
ル名が指定されました。
同じ画面内に不正なビジュアルアイコンを設定した監視
ノードが複数ある場合，ダイアログには最初の不正なファ
イル名だけが出力されます。統合トレースログにはすべて
の不正なファイル名が出力されます。
（S）
［プロパティ］画面の「アイコン ( 通常時 )」で選択さ
れているアイコンを使用し，処理を継続します。
（O）
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KAVB6029-I 〜 KAVB6042-E

指定したファイルがビジュアルアイコンに対応してい
るか，次の項目を確認してから，指定し直してくださ
い。
• ファイルの形式が（*.gif，*.jpg，*.png）であ
ること
• サイズが 24 × 24 ピクセル〜 2,048 × 2,048 ピク
セルであること
• 260 バイトを超えないファイル名（格納パスを含
む）であること

KAVB6029-I
背景画像をクリアします。よろしいですか？
設定されている背景画像をクリアしてよいかの確認です。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，背景画像がクリアされます。
［いいえ］ボタンを押すと，背景画像は変更されませ
ん。

KAVB6030-I
適用ボタンが押されていませんが終了してよろしいです
か？
設定内容は［適用］ボタンを押すと有効になります。［適
用］ボタンを押さないで画面を終了しようとしています。
設定内容を反映しないで画面を終了してよいかの確認で
す。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，設定内容を反映しないで画
面を終了します。［いいえ］ボタンを押すと，画面を
終了しません。

（S）
［はい］ボタンを押すと，ファイルを上書き保存しま
す。［いいえ］ボタンを押すと，ファイルを上書き保
存しません。

KAVB6034-E
データファイル解析中に入出力エラーが発生しました
ローカル定義ファイル解析中に入出力エラーが発生しまし
た。
（S）
通知されたファイルがなくても可能な処理を継続しま
す。
（O）
データ定義ファイルを編集しなかったかを確認してく
ださい。

KAVB6036-I
編集中のツリー構成情報を置き換えますか？
編集中のツリー構成情報をサーバに反映せずに，新しいツ
リー構成情報を読み込んでよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，表示中のツリー構成情報を
新しいツリー構成情報に置き換えます。［いいえ］ボ
タンを押すと，何もしないで起動元画面に戻ります。

KAVB6041-E
起動処理中にシステムエラーが発生しました
起動処理中に予期できない障害を検出しました。

KAVB6031-I
ファイル名を読み込みます。よろしいですか？
ローカルファイルを読み込むかどうかの確認です。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，ファイルを読み込みます。
［いいえ］ボタンを押すと，ファイルを読み込みませ
ん。

（S）
処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6042-E
起動処理中にメモリー不足が発生しました

KAVB6032-I
ファイル名を保存します。よろしいですか？
ローカルファイルを保存するかどうかの確認です。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，ファイルを保存します。［い
いえ］ボタンを押すと，ファイルを保存しません。

KAVB6033-I
ファイル名を上書きしますか？
ローカルファイルを上書きするかどうかの確認です。
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起動処理中にメモリー不足が発生し，継続できなくなりま
した。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
終了可能な画面を終了し，再度実行してください。再
度実行しても同じメッセージが表示される場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB6043-E 〜 KAVB6058-I

KAVB6043-E

KAVB6053-E

監視ノードを自分自身に移動することはできません

正規表現の指定が正しくありません

監視グループが，ツリー部にある同一の監視グループにド
ラッグアンドドロップされました。監視ツリー上の監視
ノードを自分自身に移動できません。

指定した正規表現に誤りがあります。
（S）
再度，入力を待ちます。

（S ）

（O）

処理を打ち切ります。

使用できる正規表現を確認し，条件を設定し直してか
ら，再度実行してください。

（O）
正しい操作をやり直してください。

KAVB6054-E
KAVB6044-E

同じ監視ノード属性名がすでに登録されています

監視グループを自分自身の子監視グループに移動すること
はできません

拡張属性は AND 条件で入力するため，条件を重複して入
力できません。

ツリー上の監視グループを自分自身の子監視グループに移
動できません。

（S）
再度，入力を待ちます。

（S ）

（O）

処理を打ち切ります。

条件を設定し直してから，再度実行してください。

（O）
正しい操作をやり直してください。

KAVB6056-I
ビジュアル監視画面のビジュアル監視データが変更されて
います。最新の状態を取得します

KAVB6046-E
ユーザー（ユーザー）には操作に必要な権限がありません

ビジュアル監視画面のビジュアル監視データを更新する通
知です。

操作に必要な権限がありません。
（S）

（S）

処理を打ち切ります。

［OK］ボタンを押すと，ビジュアル監視データの最
新状態を取得します。

（O）
権限を持つユーザーでログインし直してください。
なお，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面での編集内容の反

KAVB6057-I

映時にこのメッセージが出力された場合は，マニュア
ル「JP1/Integrated Management - Manager システ

編集中のビジュアル監視データを置き換えますか？

ム構築・運用ガイド

24.5 (11)

JP1/IM - Central

Scope，JP1/IM - View のどちらかのバージョンが古
い場合」を参照してください。

KAVB6052-I
監視ツリーの構成が変更されているため，最新の状態を取
得します。
表示中のプロパティがある場合は，このメッセージを閉じ
た後，プロパティを閉じてください

編集中のビジュアル監視データをサーバに反映せずに，新
しいビジュアル監視データを読み込んでよいかの確認で
す。
（S）
［はい］ボタンを押すと，表示中のビジュアル監視
データを新しいビジュアル監視データに置き換えま
す。［いいえ］ボタンを押すと，何もしないで起動元
画面に戻ります。

KAVB6058-I
監視ツリーの構成を更新する通知です。監視ツリーの監視
範囲設定を有効にしている場合は，接続先サーバの再起動
時も表示されます。
（S ）
［OK］ボタンを押すと，監視ツリーの最新状態を取
得します。

このウィンドウを閉じると終了（ログアウト）します。よ
ろしいですか？
ログアウトしてよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，ログアウトします。［いい
え］ボタンを押すと，ログアウトしません。
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KAVB6059-I 〜 KAVB6068-E

KAVB6059-I

KAVB6065-E

該当するイベントがありません

ファイル種別ファイルのオープンに失敗しました
ファイル名

状態変更イベント検索に指定した監視対象には，状態変更
イベントがありませんでした。

失敗しました。

（ S）

（S）

操作を無視します。

操作を無視します。

（O）
状態変更イベントのある監視対象を選択して，実行し
てください。

KAVB6060-E
接続先サーバには対応していません
接続先サーバには対応していません。
（ S）
処理を中断します。
（O）

（O）
以下のことを確認してください。
1. 読み込み時の場合，読み込もうとしたファイルが
存在するか。
2. 保存時の場合，書き込もうとしたファイルが読み
取り専用属性でないか。
3. 保存時の場合，ほかのプログラムでそのファイル
を開いていないか。
4. 保存時の場合，システムで使用できない文字を
ファイル名にしていないか。

KAVB6066-E

接続先サーバのバージョンを確認してください。
なお，
［監視ツリー ( 編集中 )］画面での編集内容の反
映時にこのメッセージが出力された場合は，マニュア
ル「JP1/Integrated Management - Manager システ
ム構築・運用ガイド

書き込みまたは読み込み時に CSV ファイルのオープンに

24.5 (11) JP1/IM - Central

Scope，JP1/IM - View のどちらかのバージョンが古
い場合」を参照してください。

監視ノードは監視グループへしかコピーまたは移動するこ
とはできません
監視ツリー上の監視ノードは監視グループへしかコピーま
たは移動できません。
（S）
操作を無視します。

KAVB6063-E
元に戻す処理に失敗しました
監視ツリー編集操作を元に戻す処理で予期しないエラーが
発生しました。
（ S）

（O）
移動先が監視グループであることを確認してくださ
い。

KAVB6067-I
この操作は元に戻せません。よろしいですか？

操作を無視します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

元に戻せない処理を実行してよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，操作を実行します。［いい
え］ボタンを押すと，操作を実行しません。

KAVB6064-E

KAVB6068-E

やり直しに失敗しました

データの設定数が上限値値を超えています

監視ツリー編集操作を元に戻す処理の取り消し処理で予期
しないエラーが発生しました。

データの設定数がすでに上限値に達しているため，新しい
データを登録できません。

（ S）
操作を無視します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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（S）
操作を無視します。
（O）
既存のデータの中から不要なものを削除したあと，再
度操作をしてください。

KAVB6069-E 〜 KAVB6083-W

KAVB6069-E
ファイル種別ファイルのクローズに失敗しました
ファイル名
書き込みまたは読み込み時に CSV ファイルのクローズに
失敗しました。
（S ）
処理を継続します。
（O）
読み込みまたは書き込みをしていたファイルを，ほか
のプログラムで操作していないかを確認してくださ
い。

KAVB6070-E
画面の起動数が上限値値を超えています
画面の起動数がすでに上限値に達しているため，新しい画
面を起動できません。
（S ）
操作を無視します。
（O）
起動中の画面の中から不要なものを閉じたあと，再度
操作をしてください。

KAVB6071-E
このコピーには時間がかかる可能性があります。実行して
よろしいですか？
監視ノード数の多いコピーを実行する場合，時間が掛かる
ことがあります。実行してよいかの確認です。
（S ）
［はい］ボタンを押すと，コピーを実行します。［いい
え］ボタンを押すと，コピーを実行しません。

KAVB6072-E
このファイルには対応していません
ファイル名
背景画像に，未対応の形式の画像ファイルまたは最大サイ
ズ（2,048 × 2,048 ピクセル）を超える画像ファイルファ

背景画像に，未対応の形式の画像ファイルまたは最大サイ
ズ（2,048 × 2,048 ピクセル）を超える画像ファイルファ
イル名が指定されました。
（S）
背景画像を表示しないで，処理を継続します。
（O）
背景画像として，対応している形式（*.gif，
*.jpg，*.png）の最大サイズ（2,048 × 2,048 ピク
セル）以内の画像を選択し直してください。

KAVB6078-I
すべての子の監視ノードも監視または非監視に変更します
か？
すべての子の監視ノードも監視または非監視に変更してよ
いかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，表示されているプロパティ
が更新され，子の監視ノードの状態が監視または非監
視に変更されます。［いいえ］ボタンを押すと，開い
ているプロパティが更新され，子の監視ノードについ
ては変更されません。［キャンセル］を押すと，プロ
パティは更新されず［プロパティ］画面に戻ります。

KAVB6079-I
監視ノードとすべての子の監視ノードを監視または非監視
に変更しますか？
監視ノードとすべての子の監視ノードを監視または非監視
に変更してよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，表示されているプロパティ
が更新され，監視ノードから子の監視ノードまでの状
態が監視または非監視に変更されます。［いいえ］ボ
タンを押すと開いているプロパティの監視状態以外が
更新され，監視状態は変更されません。［キャンセル］
を押すと，プロパティは更新されず［プロパティ］画
面に戻ります。

KAVB6082-E
イベント発行条件の指定可能件数は最大最大件数件です

イル名が指定されました。
（S）
操作を無視します。
（O）
背景画像として，対応している形式（*.gif，
*.jpg，*.png）の最大サイズ（2,048 × 2,048 ピク

イベント発行条件の指定個数が最大件を超えています。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

セル）以内の画像を選択し直してください。

KAVB6083-W
KAVB6073-E
背景画像ファイルが不正です
ファイル名

この操作を続けると監視ノード種別が監視ノード種別にな
ります。
よろしいですか？
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KAVB6085-E 〜 KAVB6097-E

操作の続行によって監視ノード種別に変更になってよいか
の確認です。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，監視ノード種別を監視ノー
ド種別に変更し，操作を続行します。［いいえ］ボタ
ンを押すと，監視ノード種別の変更をせず，操作を続
行しません。

KAVB6085-E
監視ノード名が入力されていません
必須入力項目である監視ノード名が入力されていません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6086-E

指定した条件名に誤りがあります。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6091-E
同じ条件名の状態変更条件がすでに登録されています
同じ条件名の状態変更条件は重複して設定できません。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6092-W

不正な個別条件指定です(詳細情報)

削除した共通条件は復元できません。共通条件(共通条件
名)を削除してよろしいですか？

不正な個別条件が指定されています。

指定した共通条件を削除してよいかの確認です。

（ S）
再度，入力を待ちます。

（S）
［はい］ボタンを押すと，削除します。［いいえ］ボタ
ンを押すと，削除しません。

（O）
詳細情報に従って個別条件を修正の上，再入力してく
ださい。

KAVB6087-E
データが入力されていません
必須入力項目であるデータが入力されていません。

KAVB6093-E
条件名の入力範囲は最小値から最大値です
条件名には最小値より小さい値または最大値より大きい値
は指定できません。
（S）
再度，入力を待ちます。

（ S）
再度，入力を待ちます。

（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6096-E

KAVB6088-E

条件名の条件を設定してください

同じ条件名がすでに設定されています

条件名の条件が設定されていません

条件名は AND 条件で入力するため，条件を重複して入力
できません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6090-E
条件名の指定が正しくありません
使用できる文字は，使用できる文字です
先頭は英大文字です
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（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6097-E
条件名の値は合計で最大文字までです
条件名の値の合計が最大文字数を超えています。
（S）
再度，入力を待ちます。

KAVB6099-E 〜 KAVB6106-E

（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

CSV 出力処理が終了してから，再度実行してくださ
い。

KAVB6099-E

KAVB6103-E

¥が単独で入力されています。¥を指定する場合には，¥¥
を指定してください

選択された状態変更条件の共通条件が見つかりませんでし
た
最新状態を取得してください

条件内に ¥ が単独で入力されています。
（S）
再度，入力を待ちます
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6100-E
ビジュアル監視画面情報が制限個数個を超えて取得されま
した。
制限個数+1個目以降は表示されません
ビジュアル監視画面情報が制限個数個を超えて取得されま
した
（S）
制限個数個まで表示して，処理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6101-W
セントラルコンソールでイベント検索中は処理ができませ
ん。
イベント検索が終了するまでお待ちください
JP1/IM - Manager でイベント検索を行っているので処理
ができません。
（S）
［イベントコンソール］画面を最前面に表示します。
（O）
イベント検索が終了するまで待ってください。

• 監視画面の場合
選択された状態変更条件の共通条件が取得できませんで
した。また，太字の文字列は非表示です。
• 編集画面の場合
最新の定義を取得していない，または選択された状態変
更条件の共通条件が取得できませんでした。
（S）
共通条件を未選択にして，状態変更条件を設定する画
面を開きます。
（O）
• 監視画面の場合
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。
• 編集画面の場合
最新の定義を取得してください。最新の定義を取得
しても同じメッセージが表示される場合は，資料採
取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡し
てください。

KAVB6104-E
検索中にシステムエラーが発生しました
検索処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
検索処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB6105-E

KAVB6102-W

プロパティの取得に失敗しました

セントラルコンソールビューアーで表示イベントを保存中
は処理ができません。

予期しないところでエラーが起こったためプロパティの取
得に失敗しました。

CSV ファイルの出力処理中に，セントラルスコープ・
ビューアーでログアウト，または状態変更イベント検索を
実行しています。
処理に表示される値は次のとおりです。
• ログアウト
• 状態変更イベント検索

（S）
処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

（S）
ログアウトまたは状態変更イベント検索処理を中断し
ます。

KAVB6106-E
ビジュアル監視画面の取得に失敗しました

（O）
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KAVB6107-E 〜 KAVB6114-W

予期しないところでエラーが起こったためビジュアル監視
画面の取得に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB6107-E
ガイドの取得に失敗しました
予期しないところでエラーが起こったためガイドの取得に
失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB6108-W
サーバにある共通条件は0個です
共通条件の一覧の取得処理を行いましたが，サーバから取
得した共通条件が 0 個でした。
（ S）
処理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6111-E
共通条件の取得に失敗しました
共通条件の取得に失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
再度実行してください。再度実行しても同じメッセー
ジが表示される場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB6112-E
検索対象（ノードID）は無効な検索位置です
検索を開始しようとした検索対象（ノード ID）が削除さ
れたおそれがあります。
（S）
検索処理を中止します。
（O）
検索開始位置を指定し直して，再度検索してくださ
い。

KAVB6113-E
同じ共通条件名の共通条件がすでに登録されています
同じ共通条件名は設定できません。
（S）
再度，入力を待ちます。

KAVB6109-W
サーバにある共通条件は0個です
共通条件を登録後，共通条件の一覧の取得処理を行いまし
たが，サーバから取得した共通条件が 0 個でした。
（ S）
処理を継続します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6110-W
サーバにある共通条件は0個です
共通条件を削除後，共通条件の一覧の取得処理を行いまし
たが，サーバから取得した共通条件が 0 個でした。
（ S）
処理を継続します。
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（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6114-W
選択されている監視グループは子ノード数個以上の子ノー
ドを保持しているためアイコン表示は出来ません。
詳細表示で表示します。
次回起動時までこのメッセージは表示されません
アイコン表示するためには子ノード数未満でなければいけ
ないため，アイコン表示ができません。
（S）
詳細表示で表示します。ただし，子ノード数個未満の
監視グループを選択するとアイコン表示ができます。
（O）
監視グループ内の監視ノード数を子ノード数個未満に
してください。

KAVB6115-W 〜 KAVB6210-E

KAVB6115-W
読み込んだツリーには共通条件が含まれていません。
最新定義取得を行ってください
JP1/IM - View 07-00 で作成したツリーには共通条件の情
報が含まれていません。JP1/IM - View 07-00 で作成した
ツリーを読み込んだ場合は，最新定義を取得してくださ
い。
（S）

（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6195-E
条件名の設定が正しくありません。16進数8桁で設定して
ください
条件名:不正入力値

読み込んだツリーを表示し，処理を継続します。
（O）
最新定義を取得してください。

KAVB6120-E
CSVファイル名は他のユーザーが使用しているため，操
作できません
ほかのユーザーが CSV ファイル名を使用しているため，
ファイル操作ができません。
（S ）
CSV ファイルの操作を中断します。
（O）
ほかのユーザーが CSV ファイルを使用していないこ
とを確認してから，再度操作してください。

KAVB6121-W
CSVファイル名をロックすることができませんでした

条件名が 16 進数 8 けた以外で設定されています。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

KAVB6196-E
共通イベント監視条件は使用中のため削除できません
共通イベント監視条件は使用中のため，削除に失敗しまし
た。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
削除しようとした共通イベント監視条件がツリー中の
汎用オブジェクトで使用中でないか確認したあと，再
度実行してください。

ロックファイルの作成に失敗しました。
（S）
CSV ファイルの操作を継続します。
（O）
操作対象のフォルダに書き込み権限があるか，確認し
てください。

KAVB6193-E
条件名の入力範囲は最小値から最大値です
条件名:不正入力値
条件名の入力範囲が超えています。
（S）

KAVB6210-E
接続中に通信エラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
詳細情報 : 詳細情報
指定されたホストへの接続に失敗しました。
＜詳細情報＞
N100：接続ホスト名が未指定です。
N101：ICMP ポートに到達できないメッセージが接続さ
れたデータグラムに受信されました。
N104：セキュリティマネージャーによりソケット通信が
許可されていません。
N105：その他原因不明の通信エラーが発生しました。
N106：接続後ログインに失敗しました。

再度，入力を待ちます。
（O）
条件を設定し直して，再度実行してください。

（S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）

KAVB6194-E
条件名の条件が重複しています
条件名:不正入力値
条件名の条件が重複しています。

次のことを確認してから，再度操作してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
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KAVB6211-E 〜 KAVB6218-E

jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6211-E
接続中に入力ストリームの作成でエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（ S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
再度，操作してください。

（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6215-E
接続中に通信エラーが発生しました。
ホスト名，通信経路を確認してください
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号

KAVB6212-E
接続中に出力ストリームの作成でエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（ S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
再度，操作してください。

KAVB6213-E
接続中に通信エラーが発生しました。ホスト名をIPアド
レスに変換できません。
ホスト名を確認してください
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
詳細情報 : 詳細情報
指定されたホストへの接続に失敗しました。
＜詳細情報＞
N102：ホストの IP アドレスが判定できなかった場合
N103：ホスト名から IP アドレスが解決できなかった場

指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6216-E
接続中に通信エラーが発生しました。
サーバの起動を確認してください
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
ホストへの接続処理を中断します。

合
（ S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6214-E
接続中にTCP通信エラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（ S）
ホストへの接続処理を中断します。
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（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6218-E
接続中にソケットの作成でエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。

KAVB6219-E 〜 KAVB6252-E

•
•
•
•

接続ホスト名の入力は正しいか。
ポート番号は使用可能なものか。
接続ホストは起動しているか。
接続ホストとの通信に問題はないか。

なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6219-E
接続中にソケットの作成で入出力エラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホスト名の入力は正しいか。
• ポート番号は使用可能なものか。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6220-E
接続中にタイムアウト値の設定でエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
指定されたホストへの接続に失敗しました。
（S）
ホストへの接続処理を中断します。
（O）
資料を採取し，ネットワーク管理者に連絡してくださ
い。

KAVB6240-E
データ送信処理中にエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
詳細情報 : 詳細情報
通信中に送信処理が失敗しました。
次の要因が考えられます。
＜詳細情報＞
N201：送信データがない。
N202：送信データの生成に失敗。
N203：送信データの取得に失敗。
N204：出力ストリームがない。
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6241-E
送信中に通信エラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
送信中に通信エラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6250-E
データ受信処理中にエラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
詳細情報 : 詳細情報
通信中に受信処理が失敗しました。
次の要因が考えられます。
＜詳細情報＞
N300：不正電文を受信しました。
N301：受信データの取得に失敗。
N302：入力ストリームがない。
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6251-E
受信中に通信エラーが発生しました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
受信中に通信エラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
• 接続ホストに接続している JP1/IM - View の数が制
限値に達していないか。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6252-E
受信中にタイムアウトしました
ホスト名 : 接続ホスト, ポート番号 : 接続ポート番号
受信処理でタイムアウトしました。
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KAVB6299-E 〜 KAVB6308-E

（ S）
処理を中断します。
（O）
次のことを確認してから，再度実行してください。
• 接続ホストは起動しているか。
• 接続ホストとの通信に問題はないか。
• OS の CPU とメモリーの使用状況に問題はないか。
• 多大なディスク I/O が発生していないか。
また，ネットワーク管理者に連絡してください。
なお，接続ホストが起動されているかどうかは，
jco_spmd_status コマンドで確認してください。

KAVB6299-E
通信処理中にメモリー不足が発生しました
通信処理中にメモリー不足が発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
終了できる画面を終了し，再度実行してください。再
度実行しても同じメッセージが表示される場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB6300-E
CSVのフォーマットに誤りがあります
詳細情報 : 詳細情報
ファイル名 : ファイル名
エラー発生個所 : 行番号行目,列番号列目

KAVB6302-E
CSVファイル解析中に入出力エラーが発生しました
ファイル名 : ファイル名
CSV ファイル解析中に入出力エラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
CSV ファイルが閉じられていることを確認し，再度
実行してください。

KAVB6305-E
共通変更条件の参照に失敗しました
共通変更条件の参照に失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6306-E
ビジュアル監視画面を構成中にシステムエラーが発生しま
した
予期しないエラーが発生したため，ビジュアル監視画面の
構成に失敗しました。
（S）
処理を中断します。

CSV のフォーマットに誤りがあったため，処理を継続で
きなくなりました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
詳細情報の指示に従って CSV ファイルを修正し，再
度実行してください。

KAVB6301-E
CSV入出力処理でメモリー不足が発生しました
ファイル名 : ファイル名
CSV 入出力処理でメモリー不足が発生し，継続できなく
なりました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
終了できる画面を終了し，再度実行してください。再
度実行しても同じメッセージが表示される場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。
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（O）
ビジュアル監視画面を一度閉じたあとに，再度表示し
てください。再度表示しても同じメッセージが表示さ
れる場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。

KAVB6307-W
監視ノードとリンクされていないアイコンを検出しました
ビジュアル監視画面名 : ビジュアル監視画面名
読み込んだビジュアル監視画面情報内に監視ツリーとリン
クされていない監視ノードが検出されました。
（S）
処理を継続します。
（O）
現在の監視ツリーに対応したビジュアル監視画面を使
用するか，ビジュアル監視画面を作成した元の監視ツ
リーを使用してください。

KAVB6308-E
共通変更条件を設定できませんでした

KAVB6309-E 〜 KAVB6442-E

共通変更条件の設定に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

• 詳細コードが 0B の場合，アイコン座標が設定されてい
ます。
• 詳細コードが 0C の場合，状態変更条件の最大件数 4 件
を超えています。
• 詳細コードが 0D の場合，状態変更条件の個別条件で
「と一致する」以外が設定されています。
• 詳細コードが 0E の場合，状態変更条件に存在しない共
通条件が設定されています。

KAVB6309-E
指定されたビジュアル監視画面情報を参照できませんでし
た
ビジュアル監視画面ID：ビジュアル監視画面ID
ビジュアル監視画面情報（ID : ビジュアル監視画面 ID）
の参照に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6310-E

（S）
処理を中断します。
（O）
詳細情報を参照して，ツリーを修正してください。
• 詳細コードが 0A の場合，［プロパティ］画面で
［背景画像設定］ボタンをクリックし，表示された
画面で「背景画像なし」を選択してください。
• 詳細コードが 0B の場合，親の監視ノードを選択
し，［等間隔に整列］を実行してください。
• 詳細コードが 0C の場合，状態変更条件の件数を 4
件に設定してください。
• 詳細コードが 0D の場合，状態変更条件の個別条件
を「と一致する」に変更してください。
• 詳細コードが 0E の場合，最新定義を取得してくだ
さい。または，共通条件を再設定してください。

ツリー情報を設定できませんでした
ツリー情報の設定に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6311-E
ツリー情報を参照できませんでした
ツリーID : ツリーID
ツリー情報（ID : ツリー ID）の参照に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6312-E
ツリー情報に接続先サーバでは使用できない情報が含まれ
ています。
詳細はログファイルを参照してください
ファイル名：ログファイル名
ツリー情報に接続先サーバで使用できない情報が含まれて
いるため，処理を継続できませんでした。
次の要因が考えられます。
• 詳細コードが 0A の場合，背景画像が設定されていま

KAVB6401-E
例外（例外クラス名）が発生しましたが，メッセージの構
築に失敗しました
例外が発生しましたが，メッセージの構築に失敗しまし
た。
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6441-E
ログファイル（ログファイル名）の作成でエラーが発生し
ました
ログファイルの作成に失敗しました。
（S）
ログファイルの作成を中断し，処理を続行します。
（O）
書き込もうとしているファイルシステム，またはデバ
イスに空き容量が十分にあるか，ログファイルにアク
セス権限があるかを確認し，システム管理者に連絡し
てください。

KAVB6442-E
ログファイル（ログファイル名）の出力でエラーが発生し
ました

す。
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ログファイルへの書き込みに失敗しました。
（ S）
ログファイルへの書き込み処理を中断し，処理を続行
します。
（O）
書き込もうとしているファイルシステム，またはデバ
イスに空き容量が十分にあるか，ログファイルにアク
セス権限があるかを確認し，システム管理者に連絡し
てください。

KAVB6500-E
内部処理でシステムエラーが発生しました
データ処理中にシステムエラーが発生しました。
（ S）

度実行しても同じメッセージが表示される場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB6504-E
データ送信処理中にエラーが発生しました
詳細情報 : 詳細情報
送信電文作成中にエラーが発生しました。
＜詳細情報＞
電文種別
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6501-E
内部処理でメモリー不足が発生しました
データ処理中にメモリー不足が発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
終了できる画面を終了し，再度実行してください。再
度実行しても同じメッセージが表示される場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAVB6505-E
データ受信処理中にエラーが発生しました
詳細情報 : 詳細情報
受信電文解析中にエラーが発生しました。
＜詳細情報＞
電文種別
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6506-E
データ受信処理中にエラーが発生しました
詳細情報 : 詳細情報1, 詳細情報2

KAVB6502-E
内部処理でシステムエラーが発生しました
データ処理中にシステムエラーが発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6503-E
内部処理でメモリー不足が発生しました
データ処理中にメモリー不足が発生しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
終了できる画面を終了し，再度実行してください。再
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受信電文解析中にエラーが発生しました。
＜詳細情報＞
電文種別
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6507-E
エラーメッセージ受信処理中にエラーが発生しました
詳細情報:詳細情報
エラーメッセージ電文解析中にエラーが発生しました。
＜詳細情報＞
電文種別
（S）
処理を中断します。

KAVB6508-E 〜 KAVB6570-E

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6508-E
回復不能なシステムエラーが発生しました。再ログインし
てください
回復不能なシステムエラーが発生しました。再ログインし
てください。

した。
＜詳細情報＞
エラーが発生した項目
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6560-E

（S ）
処理を中断します。
（O）

ユーザー環境設定ファイル読込み中にエラーが発生しまし
た
詳細情報:行番号行

JP1/IM - Manager を再起動してください。
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6509-E

ユーザー環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生しま
した。
＜詳細情報＞
エラーが発生した行番号

監視ノードが見つかりませんでした。最新の監視ツリーを
取得してください

（S）

監視ツリーから監視ノードが削除されたおそれがありま
す。

（O）

（S ）
処理を中断します。
（O）
• ［監視ツリー］画面の場合
メニューバーの［ツリーを最新状態に更新］を実行
してください。
• ［監視ツリー ( 編集中 )］画面の場合
ツリーを新規に作成してください。

KAVB6550-E
システム環境設定ファイル読込み中にエラーが発生しまし
た
詳細情報:行番号行
システム環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生しま
した。
＜詳細情報＞
エラーが発生した行番号
（S ）
処理を中断します。

処理を中断します。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6561-E
ユーザー環境設定ファイル読込み中にエラーが発生しまし
た
詳細情報:項目
ユーザー環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生しま
した。
＜詳細情報＞
エラーが発生した項目
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6570-E
システム監視オブジェクト定義ファイル読込み中にエラー
が発生しました
詳細情報:行番号行

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB6551-E
システム環境設定ファイル読込み中にエラーが発生しまし
た
詳細情報:項目
システム環境設定ファイル読み込み中にエラーが発生しま

システム監視オブジェクト定義ファイル読み込み中にエ
ラーが発生しました。
＜詳細情報＞
エラーが発生した行番号
（S）
処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
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絡してください。

KAVB6571-E
システム監視オブジェクト定義ファイル読込み中にエラー
が発生しました
詳細情報:項目
システム監視オブジェクト定義ファイル読み込み中にエ
ラーが発生しました。
＜詳細情報＞
エラーが発生した項目
（ S）

セントラルスコープサービスが異常終了しました。物理ホ
ストの動作の場合，論理ホスト名には JP1_DEFAULT が
設定されます。
（S）
セントラルスコープサービスが異常終了しました。

処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

5.5.7

KAVB7003-E
The JP1/IM - Central Scope daemon terminated
abnormally. (Logical hostname: 論理ホスト名, End code:
要因コード)
JP1/IM - Central Scope デーモンが異常終了しました(論
理ホスト名:論理ホスト名, 要因:要因コード)

セントラルスコープ
サービスに関する
メッセージ
（KAVB7001 〜
KAVB7999）

（O）
要因コードを基に，システムの状態を確認してくださ
い。システムが正常に回復しない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。
• 要因コード：4
要因コード
説明：JP1/Base
の通信基盤の初期化に失敗しまし
説明
た。
対処：マニュアル「JP1/Base
運用ガイド」を参照
対処
し，通信基盤の設定が正しいかどうか確認してくだ
さい。
• 要因コード：7
要因コード
説明：起動処理中に
ANSI 例外が発生しました。
説明

KAVB7001-I

対処：メモリー不足やリソースが不足していないか
対処
確認してください。
• 要因コード：8
要因コード

The JP1/IM - Central Scope daemon has started. (Logical
hostname: 論理ホスト名)
JP1/IM - Central Scope デーモンが起動しました(論理ホ
スト名:論理ホスト名)

対処：メモリー不足やリソースが不足していないか
対処
確認してください。
• 要因コード：9
要因コード

セントラルスコープサービスが起動しました。物理ホスト
の動作の場合，論理ホスト名には JP1_DEFAULT が設定

説明：セントラルスコープサービスの初期化処理中
説明
にエラーが発生しました。
対処：本メッセージより前の
ID 付きエラーメッ
対処

されます。
（ S）
セントラルスコープサービスが起動しました。

KAVB7002-I
The JP1/IM - Central Scope daemon terminated
normally. (Logical hostname: 論理ホスト名)
JP1/IM - Central Scope デーモンが正常終了しました(論
理ホスト名:論理ホスト名)
セントラルスコープサービスが正常終了しました。物理ホ
ストの動作の場合，論理ホスト名には JP1_DEFAULT が
設定されます。
（ S）
セントラルスコープサービスが正常終了しました。

説明：起動処理中に
説明
HCCLib 例外が発生しました。

セージの対処方法に従って対処してください。
• 要因コード
要因コード：10
説明：プロセス管理デーモンに対して起動通知が行
説明
えませんでした。
対処：デーモンを直接起動せず，スタートスクリプ
対処
ト（Windows ではサービス）から起動したかどう
か確認してください。
• 要因コード
要因コード：255
説明：セントラルスコープサービス動作中に問題が
説明
発生し，異常終了しました。
対処：本メッセージより前の
ID 付きエラーメッ
対処
セージの対処方法に従って対処してください。

KAVB7004-E
JP1/IM - Central Scope daemon will now stop because
the logical hostname is invalid.
プロセス管理から渡された論理ホスト名が不正なため，
JP1/IM - Central Scopeデーモンを停止します
プロセス管理から渡された論理ホスト名が不正なため，セ
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ントラルスコープサービスを停止します。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
論理ホスト名の定義内容に誤りがないか確認してくだ
さい。

KAVB7005-E
The JP1/IM - Central Scope daemon will now stop
because the initialization of the JP1/Base common
configuration failed.
JP1/Baseの共通定義の初期化に失敗したため，JP1/IM Central Scopeデーモンを停止します
JP1/Base の共通定義の初期化に失敗したため，セントラ
ルスコープサービスを停止します。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
JP1/Base の設定に誤りがないか確認してください。

KAVB7006-E
The JP1/IM - Central Scope daemon will now stop
because an attempt to initialize the internal trace log has
failed.
内部ログファイルの初期化に失敗したため，JP1/IM Central Scopeデーモンを停止します

（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなど，メモリーの空き容量を増やすか，
または，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増
設をしたあと，JP1/IM - Manager を再起動してくだ
さい。

KAVB7100-I
The initialization of the JP1/Base communication base
has been completed.
JP1/Baseの通信基盤の初期化が完了しました
JP1/Base の通信基盤の初期化が完了しました。
（S）
JP1/Base の通信基盤の初期化が完了しました。

KAVB7101-W
The jp1hosts cannot be validated, because the definition
of jp1host is invalid.
jp1hostsの定義内容が誤っているため，jp1hostsの内容が
有効になりません
jp1hosts の定義内容が誤っているため，jp1hosts の
内容が有効になりません。
（S）
処理を継続します。
（O）
jp1hosts の定義内容に誤りがないか確認してくだ

内部ログファイルの初期化に失敗したため，セントラルス
コープサービスを停止します。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
JP1/IM - Manager をインストール後，JP1/Base を
アンインストールしていないか確認してください。
JP1/Base をアンインストールしていない場合は，シ
ステムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセス
を停止するなど，メモリーの空き容量を増やすか，メ
モリーの再見積もりに基づいたメモリー増設をした
後，JP1/IM - Manager を再起動してください。

さい。

KAVB7102-E
An attempt to initialize the JP1/BASE communication
base failed. (error code:要因コード)
JP1/Baseの通信基盤の初期化に失敗しました(要因:要因
コード)
JP1/Base の通信基盤の初期化に失敗したため，セントラ
ルスコープサービスを停止します。
（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）

KAVB7007-E

要因コードをもとに，JP1/Base の設定に誤りがない

The JP1/IM - Central Scope daemon will now stop
because an attempt to initialize the message log file has
failed.
ID付きメッセージ用ログファイル初期化に失敗したた
め，JP1/IM - Central Scopeデーモンを停止します

か確認してください。
• 要因コード：-1
要因コード

ID 付きメッセージ用ログファイル初期化に失敗したため，
セントラルスコープサービスを停止します。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。

説明：論理ホストキーが共通定義に存在しない。
説明
対処：マニュアル「JP1/Base
対処
運用ガイド」を参照
し，共通定義で起動したサービスの論理ホスト定義
が存在するか確認してください。
• 要因コード：-2
要因コード
説明：JP1/Base
の通信基盤の定義情報が不正であ
説明
る。
対処：マニュアル「JP1/Base
運用ガイド」を参照
対処
し，JP1/Base の通信基盤の定義情報に誤りがない
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か確認してください。
• 要因コード
要因コード：-4
説明：論理ホストキーが共通定義に存在しないかつ
説明
jp1hosts の定義が間違っている。
対処：マニュアル「JP1/Base
運用ガイド」を参照
対処
し，共通定義で起動したサービスの論理ホスト定義
が存在するか確認してください。また jp1hosts
の定義に誤りがないか確認してください。
• 要因コード：-5
要因コード
説明：JP1/Base
の通信基盤の定義情報が不正であ
説明
るかつ jp1hosts の定義が間違っている。
対処：マニュアル「JP1/Base
運用ガイド」を参照
対処

KAVB7105-I
The data in the JP1/IM - Central Scope daemon will be
updated due to the reload request from the process
management daemon.
プロセス管理デーモンからのリロード要求によりJP1/IM Central Scope デーモン内のデータを更新します
プロセス管理デーモンからのリロード要求によりセントラ
ルスコープサービス内のデータを更新します。
（S）
セントラルスコープサービス内のデータを更新しま
す。

し，JP1/Base の通信基盤の定義情報や jp1hosts
の定義に誤りがないか確認してください。

KAVB7103-W
The JP1/IM - Central Scope daemon will be started using
the default port number (20305), because an attempt to
acquire the port number has failed.
ポート番号の取得に失敗したため，デフォルトのポート番
号(20305)を用いてJP1/IM - Central Scope デーモンを起
動します
ポート番号の取得に失敗したため，デフォルトのポート番
号 (20305) を用いてセントラルスコープサービスを起動し
ます。
（ S）
処理を継続します。
（O）
サービスファイルの定義に誤りがないか確認してくだ
さい。

KAVB7104-W
The JP1/IM - Central Scope daemon will be started using
the default port number (20305), because OS reserves
the defined port number (within 1023).
定義されたポート番号がOSで予約している番号(1023以内
)であるため，デフォルトのポート番号(20305)を用いて
JP1/IM - Central Scope デーモンを起動します
取得したポート番号が OS で予約している番号 (1023 以内
) であるため，デフォルトのポート番号 (20305) を用いて
セントラルスコープサービスを起動します。
（ S）
処理を継続します。
（O）
サービスファイルの定義に誤りがないか確認してくだ
さい。

KAVB7106-I
The updating of the data within the JP1/IM - Central
Scope daemon succeeded.
JP1/IM - Central Scope デーモン内のデータの更新に成功
しました
セントラルスコープサービス内のデータの更新に成功しま
した。
（S）
セントラルスコープサービス内のデータの更新が正常
に終了しました。

KAVB7107-W
An attempt to update the data within JP1/IM - Central
Scope has failed. The processing will continue using the
old data.
JP1/IM - Central Scope デーモン内のデータの更新に失敗
しました，以前のデータを用いて処理を続行します
セントラルスコープサービス内のデータの更新に失敗しま
した，以前のデータを用いて処理を続行します。
（S）
処理を継続します。
（O）
一部のデータがリロードされていません。このメッ
セージより前のメッセージの内容を確認して対処して
ください。

KAVB7108-I
The JP1/IM - Central Scope daemon will be stopped
because a stop request was sent from the process
management daemon.
JP1/IM - Central Scope デーモンはプロセス管理デーモン
からの停止要求により停止します
セントラルスコープサービスはプロセス管理デーモンから
の停止要求により停止します。
（S）
セントラルスコープサービスの停止処理を開始しま
す。
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KAVB7109-E
The JP1/IM - Central daemon will be stopped because an
invalid request was sent from the process management
daemon.
プロセス管理デーモンから不正な要求があったため，
JP1/IM - Central Scope デーモンを停止します
プロセス管理デーモンから不正な要求があったため，セン
トラルスコープサービスを停止します。
（S ）
セントラルスコープサービスの停止処理を開始しま
す。
（O）
プロセス管理デーモンの動作が異常です。このメッ
セージより前のメッセージの内容に従って対処してく
ださい。

KAVB7110-E
An attempt to report the startup to the process
management daemon failed.
プロセス管理デーモンに対して起動通知を行うことができ
ませんでした

ました。処理を続行します。
（O）
一部の IP アドレスで TCP/IP ソケットの生成に失敗
しています。このメッセージより前に出力されている
KAVB7115-E のメッセージを参照して，問題のある
IP アドレスが使用可能かどうか確認してください。

KAVB7113-E
The JP1/IM - Central Scope daemon will now stop
because the creation of all the threads waiting TCP/IP
communication has failed.
すべてのTCP/IP通信待ち受けスレッドの生成に失敗した
ため，JP1/IM - Central Scopeデーモンを停止します
すべての TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に失敗した
ため，セントラルスコープサービスを停止します。
（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
このメッセージより前に出力されている
KAVB7115-E のメッセージを参照して，問題のある
IP アドレスが使用可能かどうか確認してください。

プロセス管理デーモンに対して起動通知を行うことができ
ませんでした。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
プロセス管理デーモンの動作が異常です。このメッ
セージより前のメッセージの内容に従って対処してく
ださい。

KAVB7111-I
The creation of all the threads waiting for TCP/IP
communication succeeded.
すべてのTCP/IP通信待ち受けスレッドの生成に成功しま
した
すべての TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に成功しま
した。
（S）
すべての TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に成功
しました。

KAVB7112-W
The process continues even though a part of a thread
waiting for TCP/IP communication has failed.
一部のTCP/IP通信待ち受けスレッドの生成に失敗しまし
たが，処理を続行します
一部の TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に失敗しまし
たが，処理を続行します。
（S ）

KAVB7114-I
The creation of the threads waiting for the TCP/IP
communication by IP address (IPアドレス) succeeded.
IPアドレス(IPアドレス)でのTCP/IP通信待ち受けスレッ
ドの生成に成功しました
IP アドレスでの TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に
成功しました。
（S）
IP アドレス (IP アドレス ) での TCP/IP 通信待ち受け
スレッドの生成に成功しました。

KAVB7115-E
An attempt to create the thread for waiting for the TCP/
IP communication by the IP address (IPアドレス) has
failed.
IPアドレス(IPアドレス)でのTCP/IP通信待ち受けスレッ
ドの生成に失敗しました
IP アドレスでの TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に
失敗しました。
（S）
IP アドレスでの TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生
成に失敗しました。
（O）
JP1/IM - Manager が動作するサーバシステムの IP
アドレスが使用可能であることを確認してください。
また，システムおよび JP1/Base でのサーバ名称，IP
アドレスの定義が正しいことを確認してください。

一部の TCP/IP 通信待ち受けスレッドの生成に失敗し
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KAVB7116-E

を再構築したあと，JP1/IM - Manager を再起動して

The JP1/IM - Central Scope daemon was stopped,
because the database version is too old.
データベースのバージョンが古いため，サービスの起動を
中止しました

ください。データベースが正しく構築されている場合
は，カーネルパラメーターが不足しているおそれがあ
ります。カーネルパラメーターの設定値を確認の上，
JP1/IM - Manager を再起動してください。

データベースのバージョンが古いため，サービスの起動を
中止しました。
（ S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）

KAVB7120-E
An attempt to initialize the plugin service has failed. (err
code: 要因コード)
プラグインサービスの初期化に失敗しました(要因: 要因
コード)

物理ホストの場合は jp1csverup コマンド，論理ホ

JP1/Base のプラグインサービスの初期化に失敗したた

ストの場合は jp1cshaverup コマンドを実行して

め，セントラルスコープサービスを停止します。

データベースを変換してください。

KAVB7117-I
Startup will use the environment variable LANG(環境変
数LANG) and the character encoding (文字コード).
環境変数LANG (環境変数LANG)，文字コード(文字コード
)で起動します

（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB7121-W
環境変数 LANG（環境変数 LANG）と文字コード（文字
コード）でサーバ，またはコマンドを起動します。
Windows の場合は通常，環境変数 LANG は出力されませ
ん。
（ S）
処理を続行します。

KAVB7118-E
An attempt to set the message file has failed.
メッセージファイルの設定に失敗しました
メッセージファイルの設定に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリー空き容量を増やすか，
メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設をした
あと，JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAVB7119-E
An attempt to initialize the database has failed.
データベースの初期化に失敗しました
データベースの初期化に失敗しました。
（ S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
インストール時に，データベースの構築に失敗してい
るおそれがあります。インストール時のログを確認の
上，jcsdbsetup コマンドを実行してデータベース
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The database will be recovered from the backup because
the database is corrupt.
データベースが破損しているため,バックアップからリカ
バリします
セントラルスコープサービス起動時に，データベースの破
損を検知したため，バックアップからリカバリーします。
（S）
処理を続行します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7122-E
The JP1/IM-Central Scope daemon will be stopped
because an attempt to recover the database failed.
(Cause: 要因コード)
データベースのリカバリに失敗したため，JP1/IM Central Scopeデーモンを停止します(要因：要因コード)
セントラルスコープサービス起動時にデータベースの破損
を検知し，リカバリー処理を試みましたが失敗しました。
セントラルスコープサービスを停止します。
（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB7123-I 〜 KAVB7132-E

KAVB7123-I
Startup will use the monitored object DB version監視オ
ブジェクトDBのCSVバージョン.
監視オブジェクトDBバージョン(監視オブジェクトDBの
CSVバージョン)で起動します

あと，JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAVB7129-E
An attempt to initialize the event monitoring has failed
because the resource were insufficient.
リソース不足のためイベント監視の初期化が失敗しました

監視オブジェクト DB のバージョンは監視オブジェクト
DB の CSV バージョンで起動します。
（S）
処理を続行します。

KAVB7124-W
Startup will use compatibility mode.
互換モードで動作します

ファイルディスクリプタなどのリソース不足のため，サー
ビス起動時のイベント監視の初期化処理が失敗しました。
（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
ファイルディスクリプタなどのシステムのリソースが
不足していないか確認してから，JP1/IM - Manager
を再起動してください。

互換モードで動作します。バージョンアップ前の機能だけ
が使用できます。
（S ）
処理を続行します。
（O）
バージョンアップ後の機能をすべて使用するために
は，物理ホストの場合は jp1csverup コマンド，論
理ホストの場合は jp1cshaverup コマンドを実行し
てデータベースを変換してください。

KAVB7127-E
The event monitoring thread ended abnormally (Cause:
要因コード)
イベント監視スレッドが異常終了しました（要因:要因
コード）

KAVB7130-E
An attempt to initialize the event monitoring has failed
because the IM-CC (event flow control) was not started.
IM-CC(イベントフロー制御)が起動されていないため，イ
ベント監視の初期化が失敗しました
JP1/IM - Manager（イベントフロー制御）が停止または
未起動のため，サービス起動時のイベント監視の初期化処
理が失敗しました。
（S）
サービスを停止します。
（O）
JP1/IM - Manager（イベントフロー制御）が起動さ
れているか確認してから，JP1/IM - Manager を再起
動してください。

イベント監視スレッド内で異常を検知したためサービスを
終了します。
（S ）
サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7128-E
An attempt to initialize the event monitoring has failed
because the memory was insufficient.
メモリ不足のためイベント監視の初期化が失敗しました
メモリー不足のためサービス起動時のイベント監視の初期
化処理が失敗しました。
（S ）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリー空き容量を増やすか，
メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設をした

KAVB7131-E
An attempt to initialize the event monitoring has failed.
(Cause:要因コード)
イベント監視の初期化が失敗しました（要因:要因コー
ド）
サービス起動時のイベント監視の初期化処理が失敗しまし
た。
（S）
サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7132-E
An attempt to monitor the event monitoring has failed
because the memory was insufficient.
メモリ不足のためイベントの監視に失敗しました
イベント監視中にメモリー不足が発生して，イベント監視
ができません。メモリー不足が解消すれば，イベント監視
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KAVB7133-E 〜 KAVB7138-E

を続行します。
（ S）
イベント監視を続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7133-E
An attempt to monitor the event has failed. (Cause:要因
コード)
イベントの監視に失敗しました（要因:要因コード）
イベント監視に失敗しました。
（ S）
イベント監視を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7134-E
The event (イベントID) has failed to change the node
condition because the memory was insufficient
メモリ不足のためイベント（イベントID）によるノードの
状態変更ができませんでした

データベースのファイルおよびディレクトリのアクセ
ス権を確認してください。

KAVB7136-E
The event（イベントID）has failed to change the node
condition. (Cause:要因コード).
イベント（イベントID）によるノードの状態変更ができま
せんでした（要因:要因コード）
該当イベントによるノードの状態変更ができませんでし
た。
（S）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更を中止
しますが，イベント監視は続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7137-E
An attempt to create the condition change event message
for the monitoring node (node name:ノードID) has failed
because the memory was insufficient.
メモリ不足のため監視ノード（ノード名:ノードID）の状
態変更イベントメッセージを構築できませんでした
監視ノードの状態変更は成功しましたが，メモリー不足の
ため状態変更イベントのメッセージを構築できませんでし
た。
（S）

メモリー不足のため，受信したイベントによるノードの状
態変更ができませんでした。
（ S）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更を中止
しますが，イベント監視は続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7135-E
The event (イベントID) has failed to change the node
condition because the database was not accessible.
データベースにアクセスできなかったためイベント（イベ
ントID）によるノードの状態変更ができませんでした
データベースにアクセスできなかったため，該当イベント
によるノードの状態変更ができませんでした。
（ S）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更を中止
しますが，イベント監視は続行します。
（O）
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受信したイベントによる監視ノードに設定された状態
変更イベントの発行を中止しますが，イベント監視は
続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7138-E
An attempt to create the condition change event message
for the monitoring node (node name:ノードID) has failed.
(Cause:要因コード)
監視ノード（ノード名:ノードID）の状態変更イベント
メッセージを構築できませんでした（要因:要因コード）
監視ノードの状態変更は成功しましたが，状態変更イベン
トのメッセージを構築できませんでした。
（S）
受信したイベントによる監視ノードに設定された状態
変更イベントの発行を中止しますが，イベント監視は
続行します。
（O）

KAVB7139-W 〜 KAVB7142-E

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7139-W
The extended information of the monitoring node (ノード
名) was dropped because the size of the received event is
too large (イベントID).
受信イベント（イベントID）のサイズが大きすぎるため監
視ノード（ノード名）の状態変更イベントの拡張情報が切
り捨てられました。
受信したイベントの拡張情報のサイズが大き過ぎるため，
状態変更した監視ノードの状態変更イベントに埋め込めま
せんでした。最大サイズ（10KB）を超えた分は切り捨て
ました。
（S ）
イベント監視を続行します。
（O）
切り捨てられたイベントの拡張情報を参照しない場合
は，何も処置する必要はありません。切り捨てられた
イベントの拡張情報を参照する場合は，直接受信イベ
ントの方を参照してください。

KAVB7140-E
The status change event of the node (ノード名) was not
issued because the memory was insufficient.
メモリ不足のためノード（ノード名）の状態変更イベント
が発行できませんでした
監視ノードの状態変更は成功しましたが，メモリー不足の
ため状態変更イベントを発行できませんでした。
（S ）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更イベン
トの発信を中止しますが，イベント監視は続行しま
す。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7141-E
The status change event of the node (ノード名) was not
issued because the resource were insufficient
リソース不足のためノード（ノード名）の状態変更イベン
トが発行できませんでした
監視ノードの状態変更は成功しましたが，ファイルディス
クリプタなどのリソース不足のため状態変更イベントを発
行できませんでした。
（S ）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更イベン
トの発信を中止しますが，イベント監視は続行しま

す。
（O）
ファイルディスクリプタなどのシステムのリソースが
不足していないか確認し，不要なプロセスを停止して
ください。

KAVB7142-E
The status change event of the node (ノード名) was not
issued. (Cause:要因コード).
ノード（ノード名）の状態変更イベントが発行できません
でした（要因:要因コード）
監視ノードの状態変更は成功しましたが，状態変更イベン
トを発行できませんでした。
（S）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更イベン
トの発信を中止しますが，イベント監視は続行しま
す。
（O）
要因コードを基にシステムの状態を確認してくださ
い。システムが正常に回復しない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。
• 要因コード：10
IMEV_S_PARAM_ERROR
要因コード
説明：イベントサービス
API のパラメタが不正で
説明
す。
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取し，システム管理者に連絡してください。
• 要因コード：11
IMEV_S_SEQUENCE_ERROR
要因コード
説明：イベントサービス
API の発行順序が不正で
説明
す。
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取し，システム管理者に連絡してください。
• 要因コード：40
IMEV_S_CONNECT_ERROR
要因コード
説明：イベントサービスとの接続ができません。
説明
対処：JP1/BASE（イベントサービス）が起動され
対処
ているか確認してください。
• 要因コード：43
要因コード
IMEV_S_IO_ERR
説明：イベントサービスとの通信で入出力エラーが
説明
発生しました。
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取し，システム管理者に連絡してください。
• 要因コード：51
IMEV_S_NOMEMORY
要因コード
説明：メモリー不足です。
説明
対処：システムのメモリーを確認してください。
対処
• 要因コード：52
IMEV_S_MAXOPEN
要因コード
説明：ファイルオープン数の限界に達したため，イ
説明
ベントサービスとの接続ができません。
対処：システムのファイルオープン数の限界値を確
対処
認してください。
• 要因コード：60
IMEV_S_NOT_LOADING
要因コード
説明：イベントサービスとの通信初期化処理が行わ
説明
れていません。
対処：JP1/Base
がインストールされているか確認
対処
してください。
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• 要因コード：70
要因コード

IMEV_S_SYSTEM_ERROR

説明：イベントサービス
API でシステムエラーが
説明
発生しました。
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB7144-E

KAVB7150-I
The TCP/IP communication waiting thread started.
TCP/IP通信待ち受けスレッドが開始しました
TCP/IP 通信待ち受けスレッドが開始しました。
（S）
TCP/IP 通信待ち受けスレッドが開始しました。

An attempt to monitor the event has failed because the
resources were insufficient.
リソース不足のためイベントの監視に失敗しました

KAVB7151-I

ファイルディスクリプタなどのリソース不足のためイベン
トの監視に失敗しました。

The TCP/IP communication waiting thread terminated
normally.
TCP/IP通信待ち受けスレッドが正常終了しました

（ S）
そのイベントの受信を中止しますが，イベント監視は
続行します。
（O）
ファイルディスクリプタなどのシステムのリソースが
不足していないか確認し，不要なプロセスを停止して
ください。

KAVB7145-E
An attempt to monitor the event has failed because it was
not possible to connect with the event flow control.
イベントフロー制御に接続できないため，イベント監視の
監視に失敗しました
JP1/IM - Manager（イベントフロー制御）に接続できな
いため，イベントの監視に失敗しました。
（ S）
そのイベントの受信を中止しますが，イベント監視は
続行します。
（O）
JP1/IM - Manager（イベントフロー制御）が起動し
ているか確認してください。

KAVB7148-E
Status change event for Node:ノード名 can't be launched.
Because connection failed with Event service.
イベントサービス制御に接続できないためノード（ノード
名:ノード名）の状態変更イベントが発行できませんでし
た

TCP/IP 通信待ち受けスレッドが正常終了しました。
（S）
TCP/IP 通信待ち受けスレッドが正常終了しました。

KAVB7152-E
The TCP/IP communication waiting thread terminated
abnormally.
TCP/IP通信待ち受けスレッドが異常終了しました
TCP/IP 通信待ち受けスレッドが異常終了しました。
（S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
このメッセージより前に出力されているメッセージを
参照して対処してください。

KAVB7153-W
The connection from JP1/IM - View will now be closed
because the number of connection requests exceeds the
maximum (64).
接続最大数である64台を超える接続要求であるため，
JP1/IM - View からの接続を切断します
JP1/IM - View が接続台数が 64 台を超えたため，接続で
きませんでした。
（S）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）

監視ノードの状態変更は成功しましたが，JP1/Base（イ
ベントサービス制御）に接続できないため状態変更イベン
トを発行できませんでした。
（ S）
受信したイベントによる監視ノードの状態変更イベン
トの発行を中止しますが，イベント監視は続行しま
す。
（O）
JP1/Base（イベントサービス制御）が起動している
か確認してください。
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これ以上新規に接続できません。不要な接続を切断
し，再度接続を行ってください。

KAVB7154-W
An attempt too generate the communication request
processing thread has failed, because there are not
enough resources. The connection from JP1/IM - View
will now be closed.
リソース不足のため，通信要求処理スレッドの生成に失敗
しました. JP1/IM - Viewからの接続を切断します
リソースが不足のため，通信要求処理スレッドの生成に失

KAVB7155-E 〜 KAVB7161-W

敗しました。
（S ）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
これ以上新規に接続できません。不要なアプリケー
ションを終了し，リソース不足を解消するか，不要な
接続を切断して，再度接続を行ってください。

KAVB7155-E
The connection from JP1/IM - View will now be closed
because the protocol was incorrect.
プロトコル不正のため，JP1/IM - Viewからの接続を切断
します
プロトコル不正のため，JP1/IM - View からの接続を切断

と一致しているか確認してください。

KAVB7158-E
The connection from JP1/IM - View will now be closed
because the login authentication has not been performed.
ログイン認証が行われていないため，JP1/IM - Viewから
の接続を切断します
ログイン認証が行われていないため，JP1/IM - View から
の接続を切断します。
（S）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

します。
（S）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7156-E
The request processing object cannot be created because
an unsupported request has been sent from JP1/IM View.
JP1/IM - Viewから未サポートの要求が送られてきたた
め，要求処理オブジェクトの生成ができません
JP1/IM - View から未サポートの要求が送られてきたた
め，要求を処理できませんでした。
（S ）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
JP1/IM - View の前提である JP1/IM - Manager の
バージョンが実際の JP1/IM - Manager のバージョン
と一致しているか確認してください。

KAVB7157-E
The connection from JP1/IM - View will now be closed
because an attempt to create the request processing
object has failed.
要求処理オブジェクトの生成に失敗したため，JP1/IM Viewからの接続を切断します

KAVB7159-E
The connection from JP1/IM - View will now be closed
because an error occured during the request processing.
要求処理中にエラーが発生したため，JP1/IM - Viewから
の接続を切断します
要求処理中にエラーが発生したため，JP1/IM - View から
の接続を切断します。
（S）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
本メッセージより前のメッセージ内容に従って対処し
てください。

KAVB7160-W
The communication process will now end because the
closing of the connection to JP1/IM-View has been
detected.
JP1/IM - Viewとの接続の切断を検知したため，通信処理
を終了します
JP1/IM - View との接続の切断を検知したため，通信処理
を終了します
（S）
JP1/IM - View との通信処理を終了します。
（O）
JP1/IM - View でタイムアウトが発生していないか，
通信環境に問題がないか確認してください。

要求処理オブジェクトの生成に失敗したため，JP1/IM -

KAVB7161-W

View からの接続を切断します。

The communication process will now end because the
waiting request from JP1/IM - View timed out.
JP1/IM - Viewからの要求待ちがタイムアウトになったた
め，通信処理を終了します

（S ）
JP1/IM - View との接続を切断します。
（O）
JP1/IM - View の前提である JP1/IM - Manager の
バージョンが実際の JP1/IM - Manager のバージョン

JP1/IM - View からの要求待ちがタイムアウトになったた
め，通信処理を終了します
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（ S）
JP1/IM - View との通信処理を終了します。
（O）
通信環境に問題がないか確認してください。

KAVB7175-W
JP1/IM-CS (JP1/IM - Central Scopeのバージョン) cannot
process the request from JP1/IM-View (JP1/IM - Viewの
バージョン).
JP1/IM - CS (JP1/IM - Central Scopeのバージョン)は，
JP1/IM - View (JP1/IM - Viewのバージョン)からの要求を
処理できません
JP1/IM - View のバージョンの JP1/IM - View からの要求
は処理できません。
（ S）
JP1/IM - View との通信処理を終了します。
（O）
JP1/IM - View のバージョンを確認してください。

KAVB7178-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: Memory was insufficient
during backup.)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因:バックアップ処理中のメモリ不
足)
バックアップ処理中にメモリー不足が発生したため，
JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
サービスを停止し，システムメモリーの空き容量を確
認し，不要なプロセスを停止するなどしてメモリーの
空き容量を増やすか，メモリーの再見積もりに基づい
たメモリー増設を行ってください。
また，データベースが破損したおそれがあります。
データベースを復旧したあと，サービスを再起動して
ください。

KAVB7176-E

KAVB7179-E

JP1/IM-CS (JP1/IM-Central Scopeのバージョン) cannot
process the request from JP1/IM-View(JP1/IM - Viewの
バージョン).
JP1/IM - CS (JP1/IM-Central Scopeのバージョン) はJP1/
IM - View (JP1/IM-Viewのバージョン) からの要求を処理
できません

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database file was not
found during backup.)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因:バックアップ処理中にデータ
ベースのファイルが見つからない)

JP1/IM-View のバージョンの JP1/IM - View からの要求は

バックアップ処理中にデータベースのファイルが見つから
なかったため，JP1/IM - View からの操作要求が失敗しま

処理できません。
（ S）
JP1/IM - View との通信処理を終了します。
（O）
JP1/IM - View のバージョンを確認してください。

KAVB7177-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database could not be
operated during backup, 要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(原因:バックアップ処理中のデータ
ベース操作不能，要因コード)
バックアップ処理中にデータベースの操作に失敗したた
め，JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（ S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

した。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
データベースのファイルおよびディレクトリがあるか
確認し，サービスを停止してデータベースを新規作成
してから，サービスを再起動してください。

KAVB7180-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The disk space was
insufficient during backup.)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因:バックアップ処理中にディスク
容量不足)
バックアップ処理中にディスク容量不足が発生したため，
JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
データベースを格納してあるディスクの空き容量を確
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認し，不要なファイルは削除してください。
また，データベースが破損したおそれがあります。
サービスを停止し，データベースを復旧したあと，
サービスを再起動してください。

KAVB7182-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database could not be
accessed during backup.)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因:バックアップ処理中にデータ
ベースにアクセス不可)
バックアップ処理中にデータベースのアクセスに失敗した
ため，JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（S）

サービスを停止し，システムメモリーの空き容量を確
認し，不要なプロセスを停止するなどしてメモリーの
空き容量を増やすか，メモリーの再見積もりに基づい
たメモリー増設を行ってください。
また，データベースが破損したおそれがあります。
データベースを復旧したあと，サービスを再起動して
ください。

KAVB7185-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The disk space was
insufficient to update the database.) Recovery also failed.
(リカバリ失敗の要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした。リカバリにも失敗しました(要因：
ディスク容量不足でデータベース更新不可),リカバリにも
失敗しました(リカバリ失敗の要因コード)

要求された操作を中止します。
（O）
データベースのファイルおよびディレクトリのアクセ
ス権を確認してください。

KAVB7183-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: Resources were
insufficient during backup.)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：バックアップ処理中にリソー
ス不足)
ファイルディスクリプタ不足のため，JP1/IM - View から
の操作要求が失敗しました。
（S ）
要求された操作を中止します。
（O）
ファイルディスクリプタが不足していないか確認し，
不要なプロセスを停止してください。
また，データベースが破損したおそれがあります。
サービスを停止し，データベースを復旧したあと，
サービスを再起動してください。

ディスク容量不足のため，JP1/IM - View からの操作要求
が失敗しました。リカバリー処理も失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
データベースを格納してあるディスクの空き容量を確
認し，不要なファイルは削除してください。
また，データベースが破損したおそれがあります。
サービスを停止し，データベースを復旧したあと，
サービスを再起動してください。

KAVB7187-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database could not be
accessed.) Recovery also failed. (リカバリ失敗の要因コー
ド)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：データベースにアクセス失敗),
リカバリにも失敗しました(リカバリ失敗の要因コード)
データベースへのアクセスに失敗したため，JP1/IM View からの操作要求が失敗しました。リカバリー処理も
失敗しました。

KAVB7184-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: Memory was insufficient.)
Recovery also failed. (リカバリ失敗の要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：メモリ不足),リカバリにも失敗
しました(リカバリ失敗の要因コード)

（S）
要求された操作を中止します。
（O）
データベースのファイルおよびディレクトリのアクセ
ス権を確認してください。

メモリー不足のため，JP1/IM - View からの操作要求が失
敗しました。リカバリー処理も失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
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KAVB7188-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database file was not
found.) Recovery also failed. (リカバリ失敗の要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：データベースファイルが見つ
からない),リカバリにも失敗しました(リカバリ失敗の要因
コード)
データベースファイルが見つからないため，JP1/IM View からの操作要求が失敗しました。リカバリー処理も
失敗しました。

す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7191-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The disk space was
insufficient to update the database.), The database
recovery operation succeeded.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：ディスク容量不足でデータ
ベース更新不可),リカバリに成功しました。
ディスク容量不足のため，JP1/IM - View からの操作要求
は失敗しましたが，リカバリー処理には成功しました。

（ S）
要求された操作を中止します。

（S）
処理を続行します。

（O）
データベースのファイルおよびディレクトリがあるか
確認し，サービスを停止してデータベースを新規作成
してから，サービスを再起動してください。

（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7189-E

KAVB7192-W

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database could not be
operated. 要求失敗の要因コード) Recovery also failed. (リ
カバリ失敗の要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：データベースが操作不能,要求
失敗の要因コード),リカバリにも失敗しました(リカバリ失
敗の要因コード)

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database cannot be
accessed.), The database recovery operation succeeded.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：データベースにアクセス失敗),
リカバリに成功しました。

データベースへの操作が失敗したため，JP1/IM - View か

には成功しました。

らの操作要求が失敗しました。リカバリー処理にも失敗し
ました。
（ S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取して，システム管理者に
連絡してください。

KAVB7190-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: the memory is
insufficient.), The database recovery operation
succeeded.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：メモリ不足),リカバリに成功し
ました。

データベースへのアクセスに失敗したため，JP1/IM View からの操作要求は失敗しましたが，リカバリー処理

（S）
処理を続行します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7193-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database file was not
found.), The database recovery operation succeeded.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：データベースファイルが見つ
からない),リカバリに成功しました。
データベースファイルが見つからないため，JP1/IM View からの操作要求は失敗しましたが，リカバリー処理
には成功しました。

メモリー不足のため，JP1/IM - View からの操作要求は失
敗しましたが，リカバリー処理には成功しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
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（S）
処理を続行します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7194-W 〜 KAVB7202-E

KAVB7194-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database cannot be
operated, 要因コード), The database recovery operation
succeeded.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(データベースが操作不能,要因コード
),リカバリに成功しました。
データベースへの操作が失敗したため，JP1/IM - View か
らの操作要求は失敗しましたが，リカバリー処理には成功
しました。
（S ）
処理を続行します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。監視ツリーの構成が正しいか確認してください。

KAVB7196-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The requested operation
is not authorized for the node ID (ノードID) )
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：ノードID(ノードID)は操作要
求に未対応)
ノード ID（ノード ID）は仮想ルートノードです。仮想
ルートノードは JP1/IM - View からの操作要求（要求名）
に対応していません。
（S ）
処理を続行します。
（O）
仮想ルートノードは操作要求（要求名）ができませ
ん。仮想ルートノードの子ノードを指定して再度，操
作してください。

KAVB7197-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The JP1/IM -View version
(Viewのバージョン) is not compatible with the JP1/
IM-CS monitored object DB version (監視オブジェクト
DBバージョン) )
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：JP1/IM -View(Viewのバー
ジョン)とJP1/IM-CSの監視オブジェクトDBバージョンが
不一致)
JP1/IM - View のバージョンと，JP1/IM - Central Scope
の監視オブジェクト DB のバージョンが不一致のため，

JP1/IM - View のバージョンと，JP1/IM - Central
Scope の監視オブジェクト DB バージョンを再確認
し，JP1/IM - Central Scope の監視オブジェクト DB
バージョンに対応している JP1/IM - View から操作し
てください。操作可能な JP1/IM - View と JP1/IM Central Scope の構成については，マニュアル「JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・
運用ガイド」を参照してください。

KAVB7198-W
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The status of the node ID
(監視ノードID) could not be changed to the monitored
status because its group is in the unmonitored status)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が実
行できませんでした(要因：ノードID(監視ノードID)の上
位の監視グループが非監視状態)
操作を試みた監視ノードの上位の監視グループが非監視状
態のため，JP1/IM - View の操作要求は失敗しました。上
位の監視グループが非監視状態の場合は，監視ノードを監
視状態から非監視状態に変更できません。監視ノードの監
視状態から非監視状態に変更するためには上位の監視グ
ループに対する操作権限が必要です。
（S）
処理を続行します。
（O）
操作を試みた監視ノードの上位の監視グループに対す
る操作権限を持つ JP1 ユーザーで操作してください。

KAVB7201-E
A system error occurred while an operation request
(login process) from JP1/IM-View was executing.
(Detailed information: An error occurred during the login
processing)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ログイン処
理）を実行中に，システムエラーが発生しました。(詳細
情報:ログイン処理中にエラーが発生しました)
ログイン処理中にエラーが発生しました。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7202-E
An attempt to authenticate the user has failed.
JP1/IM - CSはユーザ認証に失敗しました

JP1/IM - View からの操作要求は実行できませんでした。
（S ）
処理を続行します。
（O）

ユーザー認証に失敗しました。
（S）
再度，入力を待ちます。
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KAVB7204-E 〜 KAVB7212-E

（O）
ユーザー名およびパスワードを確認してから，再度実
行してください。

KAVB7204-E
JP1/IM-CS cannot connect to the authentication server.
JP1/IM - CSが認証サーバに接続できません
認証サーバに接続できません。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
認証サーバとの接続経路（認証サーバのアドレス，
ネットワークなど）を確認してください。システムが
正常に回復しない場合は，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB7206-E
A system error occurred the operation request (logout
processing) of JP1/IM-View was executing. (Detailed
information: An error occurred during the logout
processing)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ログアウト
処理）を実行中に，システムエラーが発生しました。(詳
細情報:ログアウト処理中にエラーが発生しました)
ログアウト処理中にエラーが発生しました。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7207-E
A system error occurred while the operation request
(logout processing) of JP1/IM-View was executing.
(Detailed information: A communication error occurred
between the connecting host and the authentication
server)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ログアウト
処理）を実行中に，システムエラーが発生しました。(詳
細情報:接続ホストと認証サーバの間で，通信エラーが発
生しました)

KAVB7209-E
A system error occurred while the operation request
(user list acquiring processing) of JP1/IM-View was
executing. (Detailed information: An error occurred in
user list acquiring processing)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ユーザ一覧
取得処理）を実行中に，システムエラーが発生しました。
(詳細情報:ユーザ一覧取得処理中にエラーが発生しました)
ユーザー一覧取得処理中にエラーが発生しました。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7210-E
A system error occurred while the operation request
(user list acquiring processing) of JP1/IM-View was
executing. (Detailed information: An attempt to acquire
the user list has failed)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ユーザ一覧
取得処理）を実行中に，システムエラーが発生しました(
詳細情報:ユーザ一覧が取得できませんでした)
ユーザー一覧が取得できませんでした。
（S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7212-E
A system error occurred while the operation request
(user environment acquiring processing) of JP1/IM-View
was executing. (Detailed information: An error occurred
in user environment acquiring processing)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ユーザ環境
設定取得処理）を実行中に，システムエラーが発生しまし
た(詳細情報:ユーザ環境設定取得処理中にエラーが発生し
ました)
ユーザー環境設定取得処理中にエラーが発生しました。
（S）

接続ホストと認証サーバの間で，通信エラーが発生しまし
た。
（ S）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7213-E 〜 KAVB7236-E

KAVB7213-E

KAVB7234-E

A system error occurred while the operation request
(user environment acquiring processing) of JP1/IM-View
was executing. (Detailed information: The user
environment file does not exist)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（ユーザ環境
設定取得処理）を実行中に，システムエラーが発生しまし
た(詳細情報:ユーザ環境情報ファイルが存在しません)

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The tree ID (ツリーID)
was not registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:未登録のツリーID(ツリーID))

ユーザー環境設定ファイルが存在しません。
（S ）
再度，入力を待ちます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

JP1/IM - View からの操作要求データに，サービスでサ
ポートしていないツリー ID が含まれています。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View で読み込む CSV ファイルのツリー ID
が正しいか確認してください。

KAVB7232-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした
JP1/IM - View からの操作要求がエラーのために中断され
ました。
（S ）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
直前のエラー要因を表すログを確認し，対処してくだ
さい。

KAVB7233-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (cause: the data format was
invalid)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:データフォーマット不正)
JP1/IM - View からの操作要求データがフォーマット不正
です。
（S ）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - Manager が動作するサーバシステムに対し
て不正なアクセスがないことを確認してください。ま
た，JP1/IM - View のログを確認し，問題が発生して
いないことを確認してください。それらに問題ない場
合は，システムエラーのおそれがあるので，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAVB7235-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The visual monitoring
screen ID (ビジュアル監視画面ID) is not registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:未登録のビジュアル監視画面
ID（ビジュアル監視画面ID）)
JP1/IM - View からの操作要求データにサービスでサポー
トしていないビジュアル監視画面 ID が含まれています。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
該当するビジュアル監視画面 ID がサポート範囲内
（1 〜 64）か確認してください。

KAVB7236-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The common event
monitoring condition ID (共通イベント監視条件ID) is not
registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:未登録の共通イベント監視条
件ID（共通イベント監視条件ID）)
JP1/IM - View からの操作要求データに，サービスでサ
ポートしていない共通イベント監視条件 ID が含まれてい
ます。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
該当する共通イベント監視条件 ID がサポート範囲内
（1 〜 255）か確認してください。
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KAVB7237-E 〜 KAVB7242-E

KAVB7237-E

KAVB7240-W

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The memory is
insufficient)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:メモリ不足)

JP1/IM-CS temporarily failed in executing the operation
request(要求名) from JP1/IM-View. (Cause:The database
is used)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が一
時的に実行できませんでした(要因:データベースが使用中)

メモリー不足のため JP1/IM - View からの操作要求が失敗

データベースがほかの処理により使用中のため，JP1/IM -

しました。

View からの操作要求が一時的に失敗しました。

（ S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7238-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The resource was
insufficient)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:リソース不足)

（S）
要求された操作を中止します。
（O）
時間をおいて，再度操作してください。

KAVB7241-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database cannot be
accessed)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:データベースにアクセス不可)
データベースのアクセスに失敗したため，JP1/IM - View
からの操作要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。

ファイルディスクリプタなどのリソース不足のため，
JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（ S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
ファイルディスクリプタなどのシステムのリソースが
不足していないか確認し，不要なプロセスを停止して
ください。

KAVB7239-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The disk space was
insufficient to update the database)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:ディスク容量不足でデータ
ベース更新不可)
データベースを格納してあるディスク容量が不足している
ため，JP1/IM - View からの操作要求が失敗しました。
（ S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
データベースを格納してあるディスクの空き容量を確
認し，不要なファイルは削除してください。
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（O）
データベースのファイルおよびディレクトリのアクセ
ス権を確認してください。

KAVB7242-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database file was not
found)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:データベースのファイルが見
つからない)
データベースのファイルが見つからないため，JP1/IM View からの操作要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
データベースのファイルおよびディレクトリがあるか
確認し，サービスを停止してデータベースを新規作成
した上で再起動してください。

KAVB7243-E 〜 KAVB7248-E

KAVB7243-E

KAVB7246-E

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The tree ID (ツリーID) is
not registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:未登録のツリーID（ツリー
ID）)

JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The common event
monitoring ID (共通イベント監視条件ID) is not
registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因: 未登録の共通イベント監視条
件ID（共通イベント監視条件ID）)

JP1/IM - View からの操作要求データにデータベースに定
義されていないツリー ID が含まれています。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View で読み込む CSV ファイルのツリー ID
が正しいか確認してください。

JP1/IM - View からの操作要求データに，データベースに
定義されていない共通イベント監視条件 ID が含まれてい
ます。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View の［共通条件設定］画面をいったん閉

KAVB7244-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The node ID (ノードID) is
not registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:未登録のノードID（ノード
ID）)

じて，再度開いてください。

KAVB7247-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The record in the
database is invalid)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:データベースのレコード不正)

JP1/IM - View からの操作要求データにデータベースに定
義されていないノード ID が含まれています。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View で監視ツリーのプロパティを表示し，
該当するノード ID が存在するか確認してください。

KAVB7245-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The visual monitoring
screen ID (ビジュアル監視画面ID) is not registered)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
失敗しました(要因: 未登録のビジュアル監視画面ID（ビ
ジュアル監視画面ID）)
JP1/IM - View からの操作要求データに，データベースに

データベースに該当するレコードがないため，JP1/IM View からの操作要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7248-E
JP1/IM-CS could not execute the operation request (要求
名) from JP1/IM-View. (Cause: The database cannot be
operated, 要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）が
実行できませんでした(要因:データベースの操作不能，要
因コード)

定義されていないビジュアル監視画面 ID が含まれていま

データベースへの操作が失敗したため，JP1/IM - View か

す。

らの操作要求が失敗しました。

（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View で［ビジュアル監視画面一覧編集］画
面または［ビジュアル監視画面を開く］画面を閉じた
あと，再度実行してください。

（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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KAVB7249-E 〜 KAVB7255-E

KAVB7249-E
JP1/IM-CS could not create the result response data for
the operation request (要求名) from JP1/IM-View.
(Cause: Memory was insufficient)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）に
対する結果応答データを作成できませんでした(要因:メモ
リ不足)
JP1/IM - View からの操作要求が正常に実行されました
が，メモリー不足のため応答データを作成できませんでし
た。
（ S）
JP1/IM - View との接続を切断します。サービスの要
求受付は続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7250-E
JP1/IM-CS could not create the result response data for
the operation request (要求名) from JP1/IM-View.
(Cause:要因コード)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからの操作要求（要求名）に
対する結果応答データを作成できませんでした（要因:要
因コード）
JP1/IM - View からの操作要求が正常に実行されました
が，応答データを作成できませんでした。
（ S）
該当する JP1/IM - View との接続を切断します。サー
ビスの要求受付は続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7252-W
A part of the tree cannot be created, because the
definition information of a linked product could not be
acquired. （host=ホスト名, product=製品名）
定義情報を取得できない連携製品があるため，ツリーを一
部生成できませんでした（host=ホスト名, product=製品
名）
監視ツリーの自動生成で定義情報を取得できない連携製品
があるため，監視ツリーを一部生成できませんでした。
（ S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
以下の点を確認してください。それでも解決しない場

750

合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。
• 連携製品のサービスが停止していないか。
• 連携製品を操作中でないか。

KAVB7253-W
A part of the tree cannot be created because the
definition information of a linked product could not be
acquired.
定義情報を取得できない連携製品があるため，ツリーを一
部生成できませんでした
監視ツリーの自動生成で定義情報を取得できない連携製品
があるため，監視ツリーを一部生成できませんでした。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
以下の点を確認してください。それでも解決しない場
合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。
• 連携製品のサービスが停止していないか。
• 連携製品を操作中でないか。

KAVB7254-E
A tree could not be created. （Cause number=要因番号）
ツリーを生成できませんでした（要因番号=要因番号）
監視ツリーの自動生成ができませんでした。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7255-E
An attempt to execute（要求名）from JP1/IM - View has
failed. （要因番号=要因番号）
JP1/IM - Viewからの（要求名）が失敗しました(要因番号
=要因番号)
JP1/IM - View からの要求が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7256-E 〜 KAVB7262-E

KAVB7256-E
（要求名）will now stop, because the tree was updated.
ツリーが更新されているため（要求名）を中断します
すでに監視ツリーが更新されているため，要求された操作
を中断します。
（S ）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View でツリーを最新状態に更新後，再度実
行してください。

KAVB7257-I
（要求名）cannot be executed because no update has
been done.
更新されていないため（要求名）は行いません
更新されていないため，要求された操作は行いません。
（S ）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。

KAVB7258-E
An attempt to execute (要求名) from JP1/IM - View has
failed because the number of visual monitoring windows
exceeded the limit.
ビジュアル監視画面数の上限に達したためJP1/IM - View
からの(要求名)が失敗しました
ビジュアル監視画面数の上限に達したため JP1/IM - View
から要求された操作が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
不要なビジュアル監視画面を削除したあと，再度実行
してください。

KAVB7259-E
An attempt to execute (要求名) from JP1/IM - View has
failed because the number of nodes exceeded the limit.
ノード数の上限に達したためJP1/IM - Viewからの(要求名
)が失敗しました
ノード数の上限に達したため JP1/IM - View から要求され
た操作が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）

い。

KAVB7260-E
An attempt to execute (要求名) from JP1/IM - View has
failed because the number of common event monitoring
conditions exceeded the limit.
共通イベント監視条件数の上限に達したためJP1/IM Viewからの(要求名)が失敗しました
共通イベント監視条件数の上限に達したため JP1/IM View から要求された操作が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
不要な共通イベント監視条件を削除したあと，再度実
行してください。

KAVB7261-E
An attempt to execute (要求名) from JP1/IM - View has
failed because the system definition file could not be
read.
システム定義ファイルの読み込みができなかったため
JP1/IM - Viewからの(要求名)が失敗しました
システム定義ファイルの読み込みができなかったため
JP1/IM - View から要求された操作が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7262-E
An attempt to execute (要求名) from JP1/IM - View has
failed because the common event monitoring condition
ID（common event monitoring condition ID =共通イベン
ト監視条件ID） is in use.
共通イベント監視条件ID（共通イベント監視条件ID=共通
イベント監視条件ID）は使用中のためJP1/IM - Viewから
の（要求名）が失敗しました
共通イベント監視条件 ID は使用中のため JP1/IM - View
から要求された操作が失敗しました。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
削除しようとした共通イベント監視条件がツリー中の
汎用オブジェクトで使用中でないか確認したあと，再
度実行してください。

不要なノードを削除したあと，再度実行してくださ
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KAVB7263-E 〜 KAVB7272-E

KAVB7263-E

KAVB7267-W

（要求名）will now stop because the visual monitoring
window is updated.
ビジュアル監視画面が更新されているため（要求名）を中
断します

JP1/IM - CS could not create the tree completely. (要因)
ツリーを一部生成できませんでした(要因)

ビジュアル監視画面が更新されているため JP1/IM - View

ツリーを一部生成できませんでした。
（S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。

から要求された操作を中断します。
（ S）
要求された操作を中止しますが，要求の受付は続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View でビジュアル監視画面を最新状態に更
新後，再度実行してください。

KAVB7264-E
The same event monitoring condition name is already
registered.
同じ共通条件名がすでに登録されています
共通条件名を重複して登録はできません。
（ S）
共通イベント監視条件の更新を中断しますが，要求の
受け付けは続行します。
（O）
共通条件名を設定し直して，再度実行してください。

（O）
要因に示された内容を確認し，対処してください。

KAVB7268-W
JP1/IM - CS could not completely execute the operation
request (要求名) of JP1/IM - View completely.
JP1/IM-CSはJP1/IM - Viewからの操作要求(要求名)が一
部実行できませんでした
JP1/IM - View からの操作要求が一部実行できませんでし
た。
（S）
処理を続行します。
（O）
直前のエラー要因を表すログを確認し，対処してくだ
さい。

KAVB7269-W

Another user is making a tree.
他ユーザーが自動生成中です

Failed to resolve hostname.Tree generation may have
gone wrong in part.(host:ホスト名).
ホスト名を解決できませんでした。ツリー生成に一部失敗
している可能性があります(host:ホスト名)。

ほかのユーザーが自動生成中のため自動生成が実行できま
せん

ホスト名の解決ができなかったため，ツリー生成に一部失
敗しているおそれがあります。

KAVB7265-E

（ S）
自動生成を中断しますが，要求の受付は続行します。
（O）
ほかのユーザーが実行した自動生成が完了するのを
待って，再度実行してください。

KAVB7266-W
An invalid common event monitoring condition is
included in the node. (監視ノードID)
ツリーの監視ノード (監視ノードID)に未登録の共通イベン
ト監視条件が含まれています
ツリーの監視ノードに未登録の共通イベント監視条件が含
まれています。
（ S）
該当する監視ノードを非監視状態にします。
（O）
該当する監視ノードの状態変更条件設定を確認してく
ださい。
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（S）
処理を続行します。
（O）
jcs_hosts ファイルまたは hosts ファイルに，ホ
スト名が設定されているか確認してください。

KAVB7272-E
JP1/IM - CS could not execute the operation request (要
求名) from command.
JP1/IM - CSはコマンドからの操作要求（要求名）が実行
できませんでした
コマンドからの操作要求がエラーのために中断されまし
た。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
直前のエラー要因を表すログを確認し，対処してくだ
さい。

KAVB7273-W 〜 KAVB7280-E

KAVB7273-W
JP1/IM - CS could not completely execute the operation
request (要求名) of command.
JP1/IM - CSはコマンドからの操作要求（要求名）が一部
実行できませんでした
コマンドからの操作要求が一部実行できませんでした。
（S ）
処理を続行します。
（O）
直前のエラー要因を表すログを確認し，対処してくだ
さい。

KAVB7274-W
An attempt to acquire the name of the destination host,
for acquiring the definition information of the linked
product (製品名), has failed.
連携製品(製品名)の定義情報取得先ホスト名取得に失敗し
ました

（O）
連携製品のサービスを起動してください。

KAVB7278-E
User (JP1ユーザー名) does not have permission to
acquire the definition information of the linked product (
製品名) of the host (ホスト名).
ユーザ(JP1ユーザー名)にはホスト(ホスト名)の連携製品(
製品名)の定義情報を取得する権限がありません
連携製品の定義情報を取得する権限がないため連携製品の
定義情報を取得できませんでした。
（S）
処理を中止します。
（O）
連携製品の定義情報を取得できるユーザーで自動生成
を実行するか，ユーザーに権限を割り当ててくださ
い。

KAVB7279-E
定義情報取得先ホスト名の取得に失敗しました。
（S ）
定義情報取得先ホストを自ホストとして処理を続行し
ます。

An attempt to acquire the definition information of the
linked product (製品名) of the host (ホスト名) has failed.
(details: 詳細情報)
ホスト(ホスト名)の連携製品(製品名)の定義情報取得に失
敗しました(詳細情報：詳細情報)

（O）
ほかのホストと連携する場合は，情報取得先ホストを
設定してください。

KAVB7276-E
No linked product (製品名) has been installed or set up on
the host (ホスト名).
ホスト(ホスト名)には連携製品(製品名)がインストールま
たはセットアップされていません
連携製品がインストールまたはセットアップされていない
ため定義情報を取得できませんでした。
（S ）
処理を中止します。
（O）
連携製品をインストールまたはセットアップしてくだ
さい。

連携製品がエラーを返したため，連携製品の定義情報を取
得できませんでした。
（S）
処理を中止します。
（O）
詳細情報には連携製品が出力するメッセージが表示さ
れます。連携製品のマニュアルで詳細情報のメッセー
ジの対処法を確認してください。

KAVB7280-E
The host (ホスト名), which was specified as the
destination host for acquiring the definition information
of the linked product (製品名), does not exist.
連携製品(製品名)の定義情報取得先ホストとして指定され
たホスト(ホスト名)が存在しません
指定したホスト名が無効です。

KAVB7277-E
The service for the linked product (製品名) of the host (ホ
スト名) is not running.
ホスト(ホスト名)の連携製品(製品名)のサービスが起動し
ていません
連携製品のサービスが起動していないため連携製品を取得
できませんでした。

（S）
処理を中止します。
（O）
ホスト名が正しいか確認してください。誤ったホスト
を指定している場合は，再度，定義情報取得先ホスト
を設定してください。

（S ）
処理を中止します。
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KAVB7281-E 〜 KAVB7283-E

KAVB7281-E
An attempt to acquire the definition information of the
linked product (製品名) of the host (ホスト名) has failed.
(cause number=要因番号)
ホスト(ホスト名)の連携製品(製品名)の定義情報取得に失
敗しました(要因番号=要因番号)
JP1/Base がエラーを返したため，連携製品の定義情報を
取得できませんでした。
（ S）
処理を中止します。
（O）
要因番号を基にシステムの状態を確認してください。
システムが正常に回復しない場合は，資料採取ツール
で資料を採取して，システム管理者に連絡してくださ
い。
• 要因番号：50
説明：処理上限に達しています。
説明
対処：しばらくしてから再実行してください。
対処
• 要因番号：101
説明：パラメーターが不正です。
説明
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取して，システム管理者に連絡してください。
• 要因番号：103
説明：JP1/Base
の環境が不正です。
説明
対処：JP1/Base
が正しくインストールされている
対処
か確認してください。
• 要因番号：105
説明：連携製品の情報取得時にエラーが発生しまし
説明
た。
対処：資料採取ツールで資料を採取して，システム
対処
管理者に連絡してください。
• 要因番号：107
説明：共通定義の値が不正です。
説明
対処：JP1/Base
が正しくセットアップされている
対処

いることを確認してください。
• 要因番号：117
説明：接続が切断されました。
説明
対処：ネットワークの設定・状態を確認してくださ
対処
い。また，収集対象ホストで JP1/Base が起動して
いることを確認してください。
• 要因番号：118
説明：不正なプロトコルの通信を受信しました。
説明
対処：一時的に不正なデータを受信したおそれがあ
対処
ります。再実行してください。
• 要因番号：119
説明：初期化が行われていません。
説明
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取して，システム管理者に連絡してください。
• 要因番号：199
説明：予期しないエラーが発生しました。
説明
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取して，システム管理者に連絡してください。
• 上記以外の要因番号
上記以外の
対処：システムエラーです。資料採取ツールで資料
対処
を採取して，システム管理者に連絡してください。

KAVB7282-E
A timeout occurred while acquiring the definition
information of the linked product (製品名) of the host (ホ
スト名).
ホスト(ホスト名)の連携製品(製品名)の定義情報取得中に
タイムアウトが発生しました
連携製品の定義情報取得中にタイムアウトが発生しまし
た。
（S）
処理を中止します。
（O）
しばらくしてから再実行してください。

か確認してください。
• 要因番号：108

KAVB7283-E

説明：論理ホスト名が不正です。
説明
対処：論理ホスト名に誤りがないか確認してくださ
対処
い。
• 要因番号：114

In (中項目種別:中項目名), the (小項目種別) has exceeded
the restricted value (バイト数 byte), (大項目) updation is
failed.
(中項目種別:中項目名) の(小項目種別)が制限値 (バイト数
バイト) を超えているため, (大項目名)の更新に失敗しまし
た

説明：到達不能のネットワーク，または通信時の接
説明
続エラーです。
対処：ネットワークの設定・状態を確認してくださ
対処
い。また，収集対象ホストで JP1/Base が起動して
いることを確認してください。
• 要因番号：115
説明：送信処理時にエラーが発生しました。
説明
対処：ネットワークの設定・状態を確認してくださ
対処
い。また，収集対象ホストで JP1/Base が起動して
いることを確認してください。
• 要因番号：116
説明：受信処理時にエラーが発生しました。
説明
対処：ネットワークの設定・状態を確認してくださ
対処
い。また，収集対象ホストで JP1/Base が起動して
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( 中項目種別 : 中項目名 ) の ( 小項目種別 ) が制限値 ( バイ
ト数バイト ) を超えているため，( 大項目名 ) の更新に失
敗しました。
メッセージ本文の可変値には次の値が表示されます。
• 中項目種別
ノード ID，共通条件名，またはビジュアル監視画面
• 中項目名
中項目種別の項目に対応する実際の名称
• 小項目種別
監視ノード名，基本情報の属性値，共通条件の属性値，
状態変更条件の条件名，個別条件の個別属性値，共通条
件名，共通条件の属性値，［ビジュアル監視］画面の画

KAVB7302-E 〜 KAVB7307-E

面名，または［ビジュアル監視］画面のコメント
• バイト数
小項目種別の項目の最大長（バイト）
• 大項目名
監視ツリー，監視ノード，ビジュアル監視画面，または
共通条件
（S ）
処理を中断します。
（O）
中項目種別の中項目名の小項目種別に指定されている
文字列を確認し，その文字列が UTF-8 のエンコー
ディングで制限値以内になるように修正してから，再
度大項目名を更新してください。

KAVB7302-E
JP1/IM-CS could not execute the request from JP1/
IM-View for acquiring the system environment. (Cause:
An attempt to read the system environment setting file
has failed)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求が実行できませんでした(要因:システム環境設定
情報ファイルの読み込み失敗)
システム環境設定ファイルからデータを取得できません。
（S ）
要求された操作を中止します。
（O）
システム環境設定ファイルが存在しないか，アクセス
権がありません。直前のメッセージで詳細を確認して
ください。

KAVB7303-E
JP1/IM-CS could not execute the request from JP1/
IM-View for acquiring the system environment (Cause:
The data format of the system environment setting file
was invalid)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求が実行できませんでした(要因:システム環境設定
情報ファイルのデータフォーマット不正)
システム環境設定情報の記述に誤りがあります。
（S ）
要求された操作を中止します。
（O）
システム環境設定ファイルの内容に誤りがないか確認
してください。

KAVB7304-E
JP1/IM-CS could not execute the request from JP1/
IM-View for acquiring the system environment settings.
(Cause: Memory was insufficient)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求が実行できませんでした(要因;メモリ不足)

メモリー不足のため，システム環境設定情報の取得処理が
失敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリーの増設
をしたあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくだ
さい。

KAVB7305-E
JP1/IM-CS could not execute the request from JP1/
IM-View for acquiring the system environment settings.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求が実行できませんでした
内部エラーのため，システム環境設定情報の取得処理が失
敗しました。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7306-E
JP1/IM-CS could not create the result response data for
the request from JP1/IM-View for acquiring the system
environment settings. (Cause: Memory was insufficient)
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求に対する結果応答データを作成できませんでした
(要因:メモリ不足)
メモリー不足のため，システム環境設定情報取得要求に対
する結果応答データを作成できません。
（S）
処理を中止します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7307-E
JP1/IM-CS could not create the result response data for
the request from JP1/IM-View for acquiring the system
environment settings.
JP1/IM - CSはJP1/IM - Viewからのシステム環境設定情報
取得要求に対する結果応答データを作成できませんでした
システム環境設定情報取得要求に対する結果応答データの
作成に失敗しました。
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（ S）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7350-I
The guide information cannot be acquired because the
definition of the guide information does not exist.
ガイド情報の定義が存在しないため，ガイド情報を取得で
きません
ガイド情報の定義が存在しないため，ガイド情報を取得で
きません。
（ S）
要求された操作を中止します。
（O）
所定のフォルダにガイド情報ファイルが存在するか確
認してください。存在する場合は，セントラルスコー
プサービスの起動時のログを参照して，ガイド情報
ファイル中にエラーが存在しないか確認してくださ
い。

KAVB7351-I
The guide information cannot be acquired because the
event history does not exist.
イベント履歴が存在しないため，ガイド情報を取得できま
せん
指定した監視ノードの状態が変化していないため，ガイド
情報を取得できません。
（ S）
要求された操作を中止します。
（O）
ガイド機能は状態の変化した監視ノードを対象に実行
してください。

KAVB7352-I
The guide information cannot be acquired because the
event does not exist.
イベントが存在しないため，ガイド情報を取得できません
監視ノードの状態を変更したイベントがすでにイベント
DB に存在しないため，ガイド情報を取得できません。

KAVB7353-E
The guide information cannot be acquired because an
attempt to acquire the event history has failed.
イベント履歴取得に失敗したため，ガイド情報を取得でき
ません
イベント履歴の取得に失敗したため，ガイド情報を取得で
きません。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7354-E
The guide information cannot be acquired because an
attempt to acquire the event has failed.
イベント取得に失敗したため，ガイド情報を取得できませ
ん
イベントの取得に失敗したため，ガイド情報を取得できま
せん。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7355-I
The corresponding guide information does not exist.
条件に一致するガイド情報が存在しません
条件に一致するガイド情報が存在しません。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
ガイド情報を出力する必要がある場合は，ガイド情報
ファイルに記述を追加してください。

KAVB7356-E
Guide information cannot be acquired because an
attempt to acquire the guide message has failed.
ガイドメッセージ取得に失敗したため，ガイド情報を取得
できません

（ S）
要求された操作を中止します。
（O）
監視ノードの状態が変化してからイベント DB の内容
を削除していないか，またはイベント DB の容量が適
切かを確認してください。

ガイドメッセージ取得に失敗したため，ガイド情報を取得
できませんでした。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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KAVB7357-E
Guide information cannot be acquired because a message
development processing has failed.
ガイドメッセージ展開処理に失敗したため，ガイド情報を
取得できません
ガイドメッセージ中の $ で始まる文字の展開に失敗した

の設定を見直してください。

KAVB7361-E
An error occurred during reading of the guide message
file.
ガイドメッセージファイルの読み込み中にエラーが発生し
ました

ため，ガイド情報を取得できませんでした。
（S）
要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7358-W
The guide message file name is not specified.
ガイドメッセージファイル名が指定されていません
EV_FILE でガイドメッセージファイル名が指定されてい
ません。
（S ）
ガイドメッセージが指定されていないものとして処理
を続行します。
（O）
ガイドメッセージファイルの設定を見直してくださ
い。

KAVB7359-E
Guide information could not be acquired because
acquisition of the guide title message has failed.
ガイドタイトルメッセージ取得に失敗したため，ガイド情
報を取得できません
ガイドタイトルメッセージ取得に失敗したため，ガイド情
報を取得できませんでした。
（S ）

ガイドメッセージファイル読み込み中にエラーが発生しま
した。
（S）
ガイドの表示処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7362-W
The file name length of the guide message file (ファイル
名) exceeds the limit of 1024 bytes.
ガイドメッセージファイル名(ファイル名)の長さが
1024byteを超えています
ガイド情報ファイルの EV_FILE タグで指定されたガイド
メッセージファイル名の長さが 1,024 バイトを超えていま
す。
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。
（O）
ガイド情報ファイルの内容を見直してください。

KAVB7363-E
The file size of the guide message file (ファイル名)
exceeds the limit of サイズ bytes.
ガイドメッセージファイル(ファイル名)のファイルサイズ
が上限値(サイズ)byteを超えています

要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

ガイドメッセージファイルが読み込み可能なファイルサイ
ズの上限値を超えています。
（S）
ガイドの表示処理を中止します。

KAVB7360-W
The guide message file(ファイル名) does not exist.
ガイドメッセージファイル（ファイル名）は存在しません
EV_FILE で指定したガイドメッセージファイル，または
デフォルトのガイドメッセージファイルが存在しません。
（S）
ガイドメッセージが指定されていないものとして処理
を続行します。
（O）

（O）
ガイドメッセージファイルの記述量を見直してくださ
い。

KAVB7364-E
The user does not have permission to read the file ファイ
ル名.
ファイル名ファイルの読み込み権限がありません
ガイドメッセージファイルに対する読み込み権限がありま
せん。

EV_FILE の内容，およびガイドメッセージファイル
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（ S）
ガイドの表示処理を中止します。
（O）
Windows の場合はシステムアカウントに対して，
UNIX の場合はスーパーユーザーに対して，ガイド
メッセージファイルに読み込み権限があるか見直して
ください。

KAVB7365-E
Memory became insufficient during processing of the
guide message file.
ガイドメッセージファイル処理中にメモリ不足が発生しま
した
メモリー不足が発生しているため処理を続行できません
（ S）
ガイドの表示処理を中止します。
（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，次の方法で，
実行に必要なメモリーを確保して，JP1/IM Manager を再起動してください。
• 不要なプロセスを停止するなどしてメモリーの空き
容量を増やす。
• メモリー容量を再見積もりして，メモリーを増設す
る。

（O）
ガイド情報ファイルの DESC_VERISION には 1 また
は 2 を指定してください。

KAVB7368-E
An invalid guide message file is specified.
不正なガイドメッセージファイルが指定されました
不正なガイドメッセージファイルが指定されました。
（S）
ガイドの表示処理を中止します。
（O）
ガイドメッセージファイルには，セントラルスコープ
サービスの LANG 環境の言語コードで記述されたテ
キストファイルを指定してください。

KAVB7377-W
The guide information definition could not be acquired
because the guide information definition file does not
exist.
ガイド情報ファイルが存在しないため，ガイド情報定義を
取得できませんでした
ガイド情報ファイルが存在しません。
（S）
ガイド機能は無効とし，処理を続行します。

KAVB7366-E
The guide message file (ファイル名) is not a file.
ガイドメッセージファイル(ファイル名)はファイルではあ
りません
ガイド情報ファイルの EV_FILE タグで指定したガイド
メッセージファイルに，ディレクトリなどファイルではな
い文字列が指定されています。
（ S）
ガイドの表示処理を中止します。
（O）
ガイドメッセージファイルには，セントラルスコープ
サービスの LANG 環境の言語コードで記述されたテ
キストファイルを指定してください。

KAVB7367-E
The version of the guide information definition file is
invalid (DESC_VERSION = バージョン).
ガイド情報ファイルのバージョンが不正です
(DESC_VERSION=バージョン)
指定したガイド情報ファイルのバージョンが不正です。
DESC_VERISION には，1 または 2 を指定してくださ
い。
（ S）
ガイド機能は無効になります。
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（O）
ガイド機能を使用する場合は，ガイド情報ファイルを
作成してください。

KAVB7378-W
The guide information definition could not be acquired
because the user does not have access permission for the
guide information definition file.
ガイド情報ファイルのアクセス権限がないため，ガイド情
報定義を取得できませんでした
ガイド情報ファイルに対するアクセス権限がありません。
（S）
ガイド機能は無効とし，処理を続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルのアクセス権を確認してくだ
さい。

KAVB7379-W
The guide information definition could not be acquired
because an attempt to read the guide information
definition file has failed.
ガイド情報ファイルの読み込みに失敗したため，ガイド情
報定義を取得できませんでした
ガイド情報ファイルの読み込みに失敗しました。
（S）

KAVB7380-W 〜 KAVB7382-W

ガイド機能は無効とし，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7380-W
The guide information definition could not be acquired
because the guide information definition was not defined
in the guide information definition file.
ガイド情報ファイルにガイド情報定義が定義されていない
ため，ガイド情報定義が取得できませんでした
ガイド情報ファイル中にガイド情報の定義が一つも存在し
ません。
（S ）
ガイド機能は無効とし，処理を続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7381-W
The specified guide information definition was not
validated because the number (条件式定義の数) of
conditional expression definitions specified by the guide
information definition (ガイド情報定義) is invalid.
ガイド情報定義(ガイド情報定義)で指定された条件式定義
の数(条件式定義の数)が不正なため，指定されたガイド情
報定義は有効になりません
ガイド情報定義で指定された条件式定義に，不正な値が指
定されています。
（S ）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して，処理を
続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7382-W
The specified conditional expression (条件式) was not
validated because the attribute name (属性名) of the
conditional expression definition (条件式定義の数)
specified by the guide information definition (ガイド情報
定義) is an invalid enhancement regular expression
(detailed information: 詳細情報).
ガイド情報定義(ガイド情報定義)で指定された条件式定義(
条件式定義の数)の属性名(属性名)に対する条件式(条件式)
は不正な拡張正規表現であるため，指定された条件式は有
効になりません(詳細情報: 詳細情報)
条件式
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。
（O）

以下の詳細情報を参照し，ガイド情報定義ファイルの
内容を見直してください。
• 詳細情報
Invalid pattern.
不正な正規表現である
対処
記述した正規表現が正しいか確認してください。
• 詳細情報
Invalid contents within the {} pair.
繰り返し回数指定値が不正である
対処
{} の内部の繰り返し回数の指定が正しいか確認して
ください。
• 詳細情報
Last character cannot be ¥.
末尾がエスケープ文字 (

¥

) である

対処
¥ で終了していないか確認してください。
• 詳細情報
Invalid range within [] expression.
範囲指定の終了指定内容が不正である
対処
[] の指定内容が正しいか確認してください。
• 詳細情報
Invalid subexpression backreference number.
数字を示す指定内容に不正な文字が含まれている
対処
数字の記述が適切か確認してください。
• 詳細情報
?, *, +, or {} is not preceded by a valid regular
expression.
?*+{} の前に有効な正規表現の指定がない
対処
?*+{} の前に有効な正規表現があるか確認してくだ
さい。
• 詳細情報
() imbalance.
() が対応していない
対処
() が対応しているか確認してください。
• 詳細情報
{} imbalance.
{} が対応していない
対処
{} が対応しているか確認してください。
• 詳細情報
[] imbalance.
[] が対応していない
対処
[] が対応しているか確認してください。
• 詳細情報
Invalid character class type referenced.
無効なキャラクタクラスが指定された
対処
キャラクタクラスの指定が適切か確認してくださ
い。
• 詳細情報
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KAVB7383-W 〜 KAVB7387-W

Invalid collating element referenced.
無効な照合要素が指定された
対処
無効な照合要素を指定していないか確認してくださ
い。
• 詳細情報
The REG_EXTENDED flag is not specified.
拡張正規表現の指定のフラグ REG_EXTENDED
が指定されていない
対処
システムエラーです。資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
• 詳細情報
Out of memory.
メモリー不足になった
対処
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロ
セスを停止するなどしてメモリーの空き容量を増や
すか，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増
設をしたあとで，JP1/IM - Manager を再起動して
ください。
• 詳細情報
Internal error.
内部エラーが発生した
対処
システムエラーです。資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB7383-W
The content of the guide information definition (ガイド情
報定義) was not validated because the guide information
message is not defined.
ガイド情報メッセージが定義されていないため，ガイド情
報定義(ガイド情報定義)の内容は有効になりません
ガイド情報定義に，ガイド情報メッセージが定義されてい
ません。
（ S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7384-W
The content of the guide information definition (ガイド情
報定義) was not validated because the guide information
message title is not defined.
ガイド情報メッセージタイトルが定義されていないため，
ガイド情報定義(ガイド情報定義)の内容は有効になりませ
ん
ガイド情報定義に，ガイド情報メッセージタイトルが定義
されていません。
（ S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して，処理を
続行します。
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（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7385-W
The content of the guide information definition (ガイド情
報定義) was not validated because the number of
conditional expression definitions is not defined.
条件式定義の数が定義されていないため，ガイド情報定義
(ガイド情報定義)の内容は有効になりません
ガイド情報定義に，条件式定義の数が定義されていませ
ん。
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して，処理を
続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7386-W
The conditional expression definition was not validated
because the conditional expression definition (条件式定義
) of the guide information definition (ガイド情報定義) is
not defined.
ガイド情報定義(ガイド情報定義)の条件式定義(条件式定義
)が定義されていないため，条件式定義は有効になりませ
ん
ガイド情報定義に，条件式定義が定義されていません。
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して，処理を
続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7387-W
The conditional expression definition was not validated
because the conditional contents (定義内容) of the
expression definition (条件式定義) of the guide
information definition (ガイド情報定義) are invalid.
ガイド情報定義(ガイド情報定義)の条件式定義(条件式定義
)の定義内容(定義内容)が不正なため，条件式定義は有効に
なりません
ガイド情報定義で，条件式定義の定義内容が不正です。
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7388-W 〜 KAVB7396-W

KAVB7388-W
The guide information definition could not be acquired
because the format of the guide information definition
file is invalid.
ガイド情報ファイルのフォーマット不正のため，ガイド情
報定義を取得できませんでした
ガイド情報定義ファイルのフォーマットが不正です。
（S ）

（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7392-W
The content of the guide information definition (ガイド情
報定義) was not validated because the last character of
the guide information message is an escape character.
ガイド情報メッセージの末尾がエスケープ文字のため，ガ
イド情報定義(ガイド情報定義)の定義は有効になりません

ガイド機能は無効として，処理を続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7389-W
The guide information definition could not be acquired
because an attempt to acquire the path of the guide
information definition file has failed.
ガイド情報ファイルのパス取得に失敗したため，ガイド情
報定義を取得できませんでした
ガイド情報ファイルのパス取得に失敗しました。
（S ）

ガイド情報メッセージの末尾にエスケープ文字が指定され
ています。
（S）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7393-I
The guide information definition was initialized
successfully.
ガイド情報定義の初期化に成功しました

ガイド機能は無効として，処理を続行します。
（O）
正しくセットアップされているか確認してください。

ガイド情報定義の初期化に成功しました。
（S）
処理を続行します。

KAVB7390-W
The tag name is invalid, so the content of the guide
information definition (ガイド情報定義) does not become
effective.
タグ名が不正なため，ガイド情報定義(ガイド情報定義)の
内容は有効になりません

KAVB7394-I
The guide information definition was reloaded
successfully.
ガイド情報定義のリロードに成功しました
ガイド情報定義のリロードに成功しました。

ガイド情報ファイルに不正なタグが指定されています。
（S ）
エラーの発生したタグを無視して処理を続行します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7391-W
The content of the guide information definition (ガイド情
報定義) was not validated because the escape string (エス
ケープ文字列) of the guide information message is
invalid.
ガイド情報メッセージのエスケープ文字列(エスケープ文
字列)が不正なため，ガイド情報定義(ガイド情報定義)の定
義は有効になりません
ガイド情報ファイルに不正なエスケープ文字が指定されて
います。
（S ）
エラーの発生したガイド情報定義を無視して処理を続
行します。

（S）
処理を続行します。

KAVB7395-W
The length of the guide information message exceeds the
limit of (ガイド情報メッセージ最大サイズ) bytes.
ガイド情報メッセージが(ガイド情報メッセージ最大サイ
ズ)byteを越えています
ガイド情報メッセージの長さが制限を超えています。
（S）
制限を超えた部分は無視して表示します。
（O）
ガイド情報定義ファイルの内容を見直してください。

KAVB7396-W
An attempt to initialize the guide information definition
has failed.
ガイド情報定義の初期化に失敗しました
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ガイド情報定義の初期化に失敗しました。
（ S）
ガイド機能は無効として，処理を続行します。
（O）
本メッセージより前のメッセージ内容に従って対処し
てください。

KAVB7397-W
The old guide information definition will be used because
an attempt to reload the guide information definition has
failed.
ガイド情報定義のリロードに失敗したため，以前のガイド
情報定義を使用します
ガイド情報定義のリロードに失敗しました。
（ S）
リロード前のガイド情報定義を使用して処理を続行し
ます。
（O）
本メッセージより前のメッセージ内容に従って対処し
てください。

KAVB7398-W
The guide information definition cannot be used because
an attempt to reload the guide information definition has
failed.
ガイド情報定義のリロードに失敗したためガイド情報定義
は使用できません
ガイド情報定義のリロードに失敗しました。
（ S）
ガイド機能を無効にして処理を続行します。
（O）
本メッセージより前のメッセージ内容に従って対処し
てください。

KAVB7399-E
Guide information cannot be acquired because an
attempt to acquire the maximum value of the guide
message has failed.
ガイド情報メッセージの最大長の取得に失敗したため，ガ
イド情報を取得できません
ガイドメッセージの最大長の取得に失敗しました。
（ S）

KAVB7400-E
A system error occurred. (function: 関数名,errorcode: 要
因コード,reason: 理由)
システムエラーが発生しました(関数:関数名, 要因コード:
要因コード, 理由:理由)
自動生成の処理中にエラーが発生しました
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7401-E
A system error occurred. (function: 関数名,errorcode: 要
因コード)
システムエラーが発生しました(関数:関数名, 要因コード:
要因コード)
自動生成の処理中にエラーが発生しました
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7402-W
A system error occurred. (function: 関数名,errorcode: 要
因コード,reason: 理由)
システムエラーが発生しました(関数:関数名, 要因コード:
要因コード, 理由:理由)
自動生成の処理中にエラーが発生しました
（S）
自動生成の処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7403-W
A system error occurred. (function: 関数名,errorcode: 要
因コード)
システムエラーが発生しました(関数:関数名, 要因コード:
要因コード)

要求された操作を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

自動生成の処理中にエラーが発生しました
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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KAVB7404-E

KAVB7408-E

Memory became insufficient.
メモリ不足が発生しました

An attempt to collect information from a linked product
failed. (function:関数名, errorcode: 要因コード, reason: 理
由)
連携製品情報を取得できませんでした(関数: 関数名, 要因
コード: 要因コード, 理由: 理由)

コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。
（S ）
自動生成の処理を中止します。
（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やした
あと，再度コマンドを実行してください。

KAVB7405-E
An argument is invalid.
引数不正が発生しました
API の引数の内容にエラーがあります。
（S ）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

JP1/Base のプラグインサービスからの情報取得に失敗し
ました。
（S）
取得に失敗した連携製品以外に対して，自動生成の処
理を続行します。
（O）
連携製品のアダプターコマンドの設定が正しく行われ
ているか確認してください。

KAVB7409-E
Failed to collect the information from cooperation
products. (function: 関数名, errorcode: 要因コード)
連携製品情報を取得できませんでした(関数: 関数名, 要因
コード: 要因コード)
JP1/Base のプラグインサービスからの情報取得に失敗し
ました。

KAVB7406-E
An attempt to create the tree failed because a definition
file(ファイル名) is invalid.
定義ファイル(ファイル名)が不正のため，自動生成に失敗
しました
自動生成で使用する定義ファイルの情報に，不正なフォー
マットが存在しています。
（S ）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

（S）
取得に失敗した連携製品以外に対して，自動生成の処
理を続行します。
（O）
連携製品のアダプターコマンドの設定が正しく行われ
ているか確認してください。

KAVB7410-W
An attempt to collect information from a linked product
failed. (function:関数名, errorcode: 要因コード, reason: 理
由)
連携製品情報を取得できませんでした(関数: 関数名, 要因
コード: 要因コード, 理由: 理由)

KAVB7407-E

JP1/Base のプラグインサービスからの情報取得に失敗し

Information from a linked product is invalid. (Host: ホス
ト名, identifier=識別子)
連携製品の情報に不正があります(ホスト名:ホスト名, 識
別子:識別子)

ました。
（S）

JP1/Base のプラグインで取得した情報に不正なフォー

（O）

マットが存在しています。
（S ）
不正な情報を読み飛ばして，自動生成の処理を続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

取得に失敗した連携製品以外に対して，自動生成の処
理を続行します。

連携製品のアダプターコマンドの設定が正しく行われ
ているか確認してください。

KAVB7411-W
An attempt to collect information from a linked product
failed. (function:関数名, errorcode: 要因コード)
連携製品情報を取得できませんでした(関数: 関数名, 要因
コード: 要因コード)
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JP1/Base のプラグインサービスからの情報取得に失敗し

KAVB7416-E

ました。

An attempt to read the system definition file failed.
(function: 関数名, errorcode: 要因コード, reason: 理由)
システム定義ファイルの読み込みができませんでした(関
数: 関数名, 要因コード: 要因コード, 理由: 理由)

（ S）
取得に失敗した連携製品以外に対して，自動生成の処
理を続行します。
（O）
連携製品のアダプターコマンドの設定が正しく行われ
ているか確認してください。

KAVB7412-E
An attempt to collect the configuration definition of JP1/
IM failed. (function: 関数名, errorcode: 要因コード,
reason: 理由)
JP1/IM構成定義情報を取得できませんでした(関数: 関数
名, 要因コード: 要因コード, 理由: 理由)
JP1/IM 構成定義情報の取得に失敗しています。
（ S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
JP1/IM システム構成（構成定義）が正しく設定され
ているか確認してください。

KAVB7413-E
An attempt to collect the configuration definition of JP1/
IM failed. (function: 関数名, errorcode: 要因コード)
JP1/IM構成定義情報を取得できませんでした(関数: 関数
名, 要因コード: 要因コード)
JP1/IM 構成定義情報の取得に失敗しています。
（ S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
JP1/IM システム構成（構成定義）が正しく設定され
ているか確認してください。

KAVB7414-W
An attempt to collect the configuration definition of JP1/
IM failed. (function: 関数名, errorcode: 要因コード,
reason: 理由)
JP1/IM構成定義情報を取得できませんでした(関数: 関数
名, 要因コード: 要因コード, 理由: 理由)
JP1/IM 構成定義情報の取得に失敗しています。
（ S）
自ホストだけに対して，自動生成の処理を続行しま
す。
（O）
JP1/IM システム構成（構成定義）が正しく設定され
ているか確認してください。

自動生成で必要な定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7417-E
An attempt to read the system definition file failed.
(function: 関数名, errorcode: 要因コード)
システム定義ファイルの読み込みができませんでした(関
数: 関数名, 要因コード: 要因コード)
自動生成で必要な定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7418-W
An attempt to read the system definition file failed.
(function: 関数名, errorcode: 要因コード, reason: 理由)
システム定義ファイルの読み込みができませんでした(関
数: 関数名, 要因コード: 要因コード, 理由: 理由)
自動生成で必要な定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
自動生成の処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7419-W
An attempt to read the system definition file failed.
(function: 関数名, errorcode: 要因コード)
システム定義ファイルの読み込みができませんでした(関
数: 関数名, 要因コード: 要因コード)
自動生成で必要な定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
自動生成の処理を中止します。
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（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7420-W
An attempt to resolve the host name (ホスト名) failed.
ホスト名(ホスト名)を解決できませんでした
連携製品から取得したホスト名の解決に失敗しました。
（S）
ホスト名の解決に失敗したホスト以外に対して，自動
生成の処理を続行します。
（O）
jcs_hosts ファイルまたは hosts ファイルに，ホ
スト名が設定されているか確認してください。

KAVB7450-E
An attempt to convert the character code has failed
because the memory was insufficient.
メモリ不足のため文字コード変換処理に失敗しました
メモリーが不足しているため処理を続行できません。
（S ）
文字コード変換処理を中止します。

（S）
文字コード変換処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7453-E
A system error occurred. (Detailed information: The
buffer area for storing the converted character string was
insufficient)
システムエラーが発生しました。(詳細情報: 変換した文字
列を格納するバッファ領域が不足しています)
変換した文字列を格納するバッファ領域に十分なサイズが
確保されていません。
（S）
文字コード変換処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7455-E
The file operation processing has failed because the
memory was insufficient.
メモリ不足のためファイル操作処理に失敗しました

（O）
メモリーが不足しているため処理を続行できません。

システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ

（S）

い。

（O）

KAVB7451-E
A system error occurred. (Detailed information: An
attempt to convert the character code has failed)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:文字コードの
変換に失敗しました)

ファイル操作処理を中止します。

システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7457-E
文字コード変換で失敗しました。
（S ）
文字コード変換処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

The default value (仮定する監視オブジェクトDBバージョ
ン) will be used because the value specified for the
monitored object DB version (監視オブジェクトDBバー
ジョン) is invalid.
監視オブジェクトDBバージョン(監視オブジェクトDB
バージョン)が不正のため，(仮定する監視オブジェクト
DBバージョン)を仮定します

KAVB7452-E

監視オブジェクト DB バージョンが不正です。仮定する監

A system error occurred. (Detailed information: The
character code was invalid)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:不正な文字
コードです)

視オブジェクト DB バージョンを仮定します。
（S）
仮定する監視オブジェクト DB バージョンを仮定して
処理を続行します。

文字コード変換で対応していない文字コード間の変換を行
おうとしました。

（O）
バージョンダウンインストールが行われているおそれ
があります。サービスを停止したのち，監視オブジェ
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クト DB を再セットアップしてください。

KAVB7458-E
The user does not have access permission for the
definition file (ファイル名).
定義ファイル(ファイル名)に対するアクセス権がありませ
ん
指定されたファイルに対するアクセス権がありません。
（ S）
ファイル操作処理を中止します。
（O）
指定されたファイルに対するアクセス権を確認してく
ださい。

KAVB7459-E
The monitored object DB has not been set up.
監視オブジェクトDBがセットアップされていません
監視オブジェクト DB がセットアップされていないため，
セントラルスコープサービスの起動処理に失敗しました。
（ S）
セントラルスコープサービスを停止します。
（O）
jcsdbsetup コマンドを実行し，監視オブジェクト
DB をセットアップしてください。

KAVB7460-E
The definition file (ファイル名) cannot be opened.
定義ファイル(ファイル名)をオープンできません
指定されたファイルをオープンできません。
（ S）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7462-E
A system error occurred. (Detailed information: An
attempt to initialize the lock has failed)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:ロックの初期
化に失敗しました)
ロックの初期化に失敗しました。
（ S）
ファイル操作処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7463-W
English (Lang=C) is assumed as the language type
because the language type could not be identified.
言語種別を特定できなかったため，言語種別に英語
(LANG=C)を仮定します
言語種別 (LANG) の設定を取得できませんでした。
（S）
言語種別に英語 (LANG=C) を仮定して，処理を続行
します。
（O）
JP1/Base で定義している言語種別 (LANG) の設定を
見直してください。

KAVB7465-E
An attempt to acquire the size of the definition file (ファ
イル名) has failed.
定義ファイル(ファイル名)のファイルサイズの取得に失敗
しました
指定されたファイルのサイズの取得に失敗しました。
（S）
ファイルサイズ取得処理を中止します。
（O）
ファイルの状態を確認してください。また，直前の
ファイル操作に関するメッセージを確認してくださ
い。

KAVB7470-E
The contents of the definition information assigned to the
file(ファイル名) is invalid (character string information:
先頭64バイトの印字可能文字)
ファイル(ファイル名)に設定しようとしている定義情報の
内容が不正です(文字列情報:先頭64バイトの印字可能文字
)
指定された文字列データの構文が誤っているため，定義情
報の設定に失敗しました。先頭 64 バイトの印字可能文字
は，埋め込み文字です。
（S）
定義設定処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7471-E
An attempt to write the specified character string to the
file (ファイル名) has failed (character string information:
先頭64バイトの印字可能文字)
指定された文字列をファイル(ファイル名)に書き込めませ
ん(文字列情報:先頭64バイトの印字可能文字)
指定された文字列データ ( 先頭 64 バイトの印字可能文字
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だけ出力 ) をファイルに書き込む処理でエラーが発生しま
した。先頭 64 バイトの印字可能文字は，埋め込み文字で
す。
（S ）
定義設定処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7473-E
An attempt to acquire the attribute value that
corresponds to the section (セクション名) and the
attribute name (属性名) of the definition file (ファイル名
) has failed.
定義ファイル(ファイル名)のセクション(セクション名)と
属性名(属性名)に対応する属性値の取得に失敗しました
指定されたセクションと属性名に対応する属性値の検索処
理でエラーが発生しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7475-E
A system error has occurred. (Detailed information: An
attempt to acquire the section name list has failed.
Definition file:ファイル名, Section:セクション名)
システムエラーが発生しました(詳細情報:セクション名の
一覧取得に失敗しました, 定義ファイル: ファイル名, セク
ション: セクション名)
指定されたセクション配下のセクション名一覧取得処理で
エラーが発生しました。
（S ）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7479-E
The file size of the definition file (ファイル名) exceeds the
limit ((サイズ)bytes).
定義ファイル(ファイル名)のファイルサイズが上限値(サイ
ズ)byteを越えています

定義ファイルのファイルサイズを上限値以内のサイズ
にしてください。

KAVB7480-E
A format error of the definition file occurred. The invalid
code is included in the tag name and the attribute
name.(line number:行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルのフォーマットエラーです。タグ名，およ
び，属性名に不正な文字コードが含まれています(行番号:
行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイルのフォーマットエラーです。タグ名またはラ
ベルは，2 バイトコードではなく，1 バイトコードを使用
してください。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
タグ名またはラベルは，2 バイトコードではなく，1
バイトコードを使用してください。

KAVB7482-E
A syntax error exists in the definition file. The section
does not start with the starting tag. (line number:行番号
, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。セクションの先頭に開始
タグがありません(詳細情報: 行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)
定義ファイルで，セクションの先頭に開始タグがありませ
ん。
（S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルで，開始タグが正しく記述されているか
確認してください。

KAVB7483-E
A syntax error exists in the definition file. An invalid
character is in the starting tag. (line number:行番号, file
name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。開始タグに不正な文字
コードが使われています(行番号: 行番号, ファイル名: ファ
イル名)
定義ファイルで，開始タグの「[」と「]」の中にタグ名が
ないか，不正な文字コードが使用されています。
（S）
処理を中止します。

定義ファイルが読み込み可能なファイルサイズの上限値を
超えています。
（S ）

（O）
定義ファイル内で，開始タグが正しく記述されている
か確認してください。

処理を終了します。
（O）
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KAVB7484-E

KAVB7488-E

A format error exists in the definition file. The nesting of
the section in the definition file exceeds the maximum
value. (Detailed information: Maximum number of nests:
最大ネスト数, line number:行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルのフォーマットエラーです。定義ファイルに
おいてセクションのネスト数が最大値を超えています。(
詳細情報: 最大ネスト数: 最大ネスト数, 行番号: 行番号,
ファイル名: ファイル名)

A syntax error exists in the definition file. An attribute
name does not exist in front of equal (=).(Line number:行
番号, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。イコール( = )の前に
属性名がありません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル
名)

定義ファイルで，可能なネスト数が最大値を超えていま
す。
（ S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルで，セクションのネスト数を確認してく
ださい。

KAVB7485-E
A format error exists in the definition file. The characters
in one line exceed the maximum value. (Detailed
information: Maximum number of characters:最大文字数
, line number:行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルのフォーマットエラーです。定義ファイルの
1行当たりに定義できる最大文字数を超えています。(詳細
情報: 最大文字数: 最大文字数, 行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)
定義ファイルで，1 行当たりに定義できる最大文字数を超
えています。
（ S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルで，1 行当たりに定義している文字数を
確認してください。

KAVB7487-E
A syntax error exists in definition file. The starting tag or
the ending tag does not exist.(Line number:行番号, file
name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。開始タグまたは，終了タ
グがありません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。開始タグまたは終了タグ
がありません。
（ S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルで，開始タグおよび終了タグが正しく記
述されているか確認してください。

定義ファイルで，イコールの前に属性名が定義されていま
せん。
（S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルで，属性情報が正しく記述されているか
確認してください。

KAVB7491-E
A syntax error exists in the definition file. The format is
invalid. (Line number:行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。フォーマットが正しくあ
りません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイルのフォーマットが正しくありません。
（S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルのフォーマットが正しく記述されている
か確認してください。

KAVB7492-E
A syntax error exists in the definition file. The definition
tag does not correspond to the ending tag. (Line number:
行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。定義タグと終了タグが対
応していません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイルのフォーマットエラーです。定義タグと終了
タグが対応していません。
（S）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルの定義タグと終了タグの数，および，ネ
ストが正しいか確認してください。

KAVB7493-E
A syntax error exists in the definition file. The definition
cannot be updated. (Line number:行番号, file name:ファ
イル名)
定義ファイルの文法エラーです。定義を更新できません(
行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイルのフォーマットが正しくないため，定義を更
新できません。
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（S ）
処理を中止します。
（O）
定義ファイルのフォーマットが正しく記述されている
か確認してください。

KAVB7494-E
The definition file processing cannot be executed because
the memory is insufficient.
メモリ不足のため，定義ファイル処理を実行できません
メモリーが不足しているため，処理を続行できません。

KAVB7498-E
A system error occurred. (Detailed information: The
initialization of a lock has failed)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:ロックの初期
化に失敗しました)
ロックの初期化に失敗しました。
（S）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

（S ）
処理を中止します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7496-E
A system error occurred. (Detailed information: An
attempt to lock was executed even though the
initialization of the lock has failed)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:ロックの初期
化に失敗したのにロックしようとしました)
ロックの初期化に失敗したのにロックしようとしました。
（S ）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7497-E
A system error occurred. (Detailed information: An
attempt to unlock was executed even though the
initialization of a lock has failed)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:ロックの初期
化に失敗したのにアンロックしようとしました)
ロックの初期化に失敗したのにアンロックしようとしまし
た。
（S ）
処理を中止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7550-E
An attempt to read the common definition associated
with jcs_hosts has failed (Cause:要因コード).
jcs_hostsに関連する共通定義情報の読み込みに失敗しま
した(要因:要因コード)
jcs_hosts に関連する共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。
（S）
処理を終了します。
（O）
要因コードに従って，システムの状態を確認し，対処
してください。システムが正常に回復しない場合は，
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
• 要因コード：2
要因コード
説明：キーが存在しません。
説明
対処：正しくセットアップされているか確認してく
対処
ださい。
• 要因コード：その他
要因コード
説明：システムエラー
説明
対処：資料採取ツールで資料を採取し，システム管
対処
理者に連絡してください。

KAVB7552-W
The value of the common definition (JCSHOSTS_TYPE)
is out of range (value:値).
共通定義情報(JCSHOSTS_TYPE)の値が範囲外です(値:値
)
共通定義情報（JCSHOSTS_TYPE）の値に，範囲外の値が
指定されています。
（S）
デフォルトの値（キャッシング有効）で処理を続行し
ます。
（O）
共通定義情報（JCSHOSTS_TYPE）に指定した値を確
認してください。
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KAVB7555-W

か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ

jcs_hosts does not exist. The service will be continued
with the jp1hosts or system hosts information.
jcs_hostsが存在しません。jp1hosts，または，システムの
hosts情報を使用してサービスを続行します

KAVB7559-E

jcs_hosts が存在しません。

An attempt to initialize jcs_hosts has failed.
jcs_hostsの初期化に失敗しました

（ S）
jcs_hosts は無効とし，jp1hosts または /etc/
hosts を使用してサービスを続行します。
（O）
jcs_hosts の定義が必要な場合は，jcs_hosts の
定義作成を行い，リロードしてください。

KAVB7556-I
jcs_hosts was reloaded successfully.
jcs_hostsのリロードに成功しました
jcs_hosts のリロードに成功しました。
（ S）

い。

jcs_hosts の初期化に失敗しました。
（S）
jcs_hosts は無効とし，処理を続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
か，メモリーの再見積もりに基づいたメモリー増設を
したあとで，JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB7560-I
jcs_hosts was initialized successfully.
jcs_hostsの初期化に成功しました

新しい jcs_hosts 定義でセントラルスコープサービ
スは動作します。

KAVB7557-W
The old jcs_hosts will be used because an attempt to
reload the jcs_hosts has failed.
jcs_hostsのリロードに失敗したため，以前のjcs_hostsを
使用します
jcs_hosts 用の定義ファイルの文法エラーなどによっ
て，リロードに失敗しました。
（ S）
以前の jcs_hosts を使用して，処理を続行します。
（O）
jcshostsimport コマンドによって jcs_hosts が
排他されていないかを確認し，再度リロードしてくだ
さい。再度同様の現象となる場合は，資料採取ツール
で資料を採取し，システム管理者に連絡してくださ
い。

KAVB7558-E
The jcs_hosts cannot be used because an attempt to
reload the jcs_hosts has failed.
jcs_hostsのリロードに失敗したためjcs_hostsは使用でき
ません。
jcs_hosts のリロードに失敗しました。
（ S）
jcs_hosts は無効とし，処理を続行します。
（O）
システムメモリーの空き容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やす
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jcs_hosts の初期化に成功しました。

KAVB7600-E
The logical hostname (論理ホスト名) does not exist.
論理ホスト名(論理ホスト名)が存在しません
指定された論理ホストが存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定した論理ホスト名が誤っていないか見直して，再
度コマンドを実行してください。

KAVB7601-E
The user does not have execution permission.
実行権限がありません
実行権限がありません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
Windows の場合は Administrators 権限，UNIX の場
合はスーパーユーザー権限を持つユーザーで実行して
ください。

KAVB7602-E
Command execution will stop because memory is
insufficient.
メモリ不足のためコマンドの実行を中断します

KAVB7603-E 〜 KAVB7609-E

コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリー空き容量を増やしたあ
と，再度コマンドを実行してください。

KAVB7603-E
Command execution will stop because disk capacity is
insufficient.
ディスク容量が不足しているためコマンドの実行を中断し
ます
コマンドの実行に必要なディスク容量が不足しています。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディスクの空き容量を確認し，不要なファイルは削除
したあと，再度コマンドを実行してください。

KAVB7604-E
An error occurred during initialization of the database.
データベースの初期化中にエラーが発生しました
データベース初期化中にエラーが発生しました。
（S ）

コマンドの処理を中断します。
（O）
セントラルスコープサービスが起動しているか確認
し，起動していない場合は，セントラルスコープサー
ビスを起動したあと，再度コマンドを実行してくださ
い。

KAVB7607-E
The connection with the JP1/IM - Central Scope Service
has been lost.
JP1/IM - Central Scopeサービスとの通信が切断されまし
た
セントラルスコープサービスとの通信が切断されました。
• JP1/Base の共通定義 API でエラーが発生した。
• 定義ファイル入出力時にエラーが発生した。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
セントラルスコープサービスが起動しているか確認
し，起動していない場合は，セントラルスコープサー
ビスを起動したあと，再度コマンドを実行してくださ
い。

KAVB7608-E
The request could not be performed because a
communication timeout error occurred.
通信タイムアウトが発生しました

コマンドの処理を中断します。
通信タイムアウトが発生しました。
（O）
データベースディレクトリ以下のファイルおよびディ
レクトリに対する実行ユーザーの読み込みまたは書き
込み権限を確認してください。

KAVB7605-E
An error occurred during database access.
データベースアクセス中にエラーが発生しました

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
統合トレースログ（HNTRLib2）でセントラルス
コープサービスに関するエラーが発生していないか確
認してください。

KAVB7609-E
データベースアクセス中にエラーが発生しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
データベースディレクトリ以下のファイルおよびディ
レクトリに対する実行ユーザーの読み込みまたは書き
込み権限を確認してください。

KAVB7606-E
A connection could not be established with the JP1/IM Central Scope service.
JP1/IM - Central Scopeサービスとの接続に失敗しました

The response received from the JP1/IM - Central Scope
Service is not valid.
JP1/IM-Central Scopeサービスからの応答データが不正
です
セントラルスコープサービスから不正な応答データを受信
しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

セントラルスコープサービスとの接続に失敗しました。
（S ）
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KAVB7610-E

KAVB7614-E

The command (コマンド名) has been interrupted.
コマンド(コマンド名)の実行が中断されました

The value for the オプション名 option is not specified.
オプション名 オプションに値が指定されていません

ユーザーの中断指示によって処理を中断しました。

オプションに値が指定されていません。

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ユーザーの中断指示によって処理を中断したことを示
すメッセージです。再度コマンドを実行してくださ
い。

KAVB7611-E
An attempt to connect to the JP1/IM - Central Scope
Service has failed because the jp1hosts definition for the
specified logical host (論理ホスト名) is invalid.
指定された論理ホスト(論理ホスト名)のjp1hostsの定義が
誤っているため，JP1/IM - Central Scopeサービスとの接
続に失敗しました
指定された論理ホストの jp1hosts の定義が誤っていま
す。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

KAVB7615-E
The オプション名 option is mandatory.
オプション名 オプションは必須です
必須オプションを指定しませんでした。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

KAVB7616-E

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定された論理ホストの jp1hosts の定義を見直し
てください。

KAVB7612-E
The command option is invalid. (オプション名)
コマンドオプションが不正です。(オプション名)
間違ったコマンドオプションが指定されました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいコマンドオプションを指定して，再度コマンド
を実行してください。

KAVB7613-E
The オプション名 option is specified more than once.
オプション名 オプションが２回以上指定されました
同じオプションが 2 回以上指定されました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

The length of the value for the オプション名 option
cannot be greater than 数値.
オプション名 オプションに指定した値の長さは，数値 文
字以上は指定できません
オプションに指定した値の文字列長が制限値を超えていま
す。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

KAVB7617-E
Execute the command from the administrator console.
管理者コンソールよりコマンドを実行してください
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

KAVB7618-E
An invalid value is specified for the オプション名 option.
オプション名 オプションに不正な値が指定されました
オプションに不正な値が指定されました。
（S）
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コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

KAVB7619-E
A system error occurred.
システムエラーが発生しました

者に連絡してください。
• UNIX の場合は JP1/IM - Manager のリリースノー
トを参照して，ファイル関連のカーネルパラメー
ターが正しい設定になっているか確認してくださ
い。
• メモリー不足が発生していないか確認してくださ
い。
• ディスク容量不足が発生していないか確認してくだ
さい。

システムエラーが発生しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7620-E
An error occurred during an attempt to set the locale.
ロケールの設定で，システムエラーが発生しました

KAVB7623-E
An attempt to initialize the common definition has failed.
共通定義の初期化に失敗しました
共通定義の初期化に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

ロケールの設定で，システムエラーが発生しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7621-W
Locale C is assumed because an attempt to set the locale
has failed.
ロケールの設定に失敗したため，ロケールはＣを仮定しま
す

KAVB7624-I
The コマンド名 command finished successfully.
コマンド名 コマンドの実行が正常終了しました
コマンドの実行が正常終了しました。
（S）
コマンドを正常終了します。

KAVB7625-E
A service or another command is already running.
セントラルスコープサービス，またはバージョンアップコ
マンドが既に実行中のため，実行できません

ロケールの設定に失敗したため，ロケールは C を仮定し
ます。環境変数 LANG または LC_ で始まるものキーのど
れかに不正な値が設定されているおそれがあります。
（S）
コマンドの処理を継続します。
（O）
環境変数の値を見直し，不正な設定を修正してくださ
い。

KAVB7622-E
An attempt to initialize the log has failed.
ログの初期化に失敗しました
ログの初期化に失敗しました。
（S ）

セントラルスコープサービスが起動中か，バージョンアッ
プコマンドがすでに実行中です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
サービスが起動中の場合は，バージョンアップは完了
しているため，実行する必要はありません。
ほかのバージョンアップコマンドが実行中の場合は，
同コマンドが終了するのを待ってください。同コマン
ドが失敗した場合，再度実行してください。

KAVB7626-E
An internal error occurred during execution of the
command.
コマンド実行中に内部エラーが発生しました

コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。それでも解決しない場
合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理

コマンド実行中に内部エラーが発生しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
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（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7631-E

KAVB7627-E

The specified monitoring node (監視ノードID) does not
exist in the monitoring tree.
指定した監視ノード(監視ノードID)は監視ツリーに存在し
ません

Another command, コマンド名, is already running.
コマンド名 コマンドが既に実行中です

指定した監視ノード ID の監視ノードは監視ツリーに存在
しません。

同コマンドがすでに実行中です。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
実行中のコマンドの終了を待って，再度実行してくだ
さい。

KAVB7628-E
The user does not have permission to read or write the
file ファイル名.
ファイル名 ファイルの読み込み，または書き込み権限が
ありません
ファイルの読み込みまたは書き込み権限がありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ファイルのアクセス権を確認してください。

KAVB7629-E
An attempt to execute has failed because another user is
using the database.
データベースが使用中のため，実行できません
ほかの機能によってデータベースが使用されているため，
データベースにアクセスできません。このため，コマンド
の実行に一時的に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
時間をおいて，再度実行してください。

KAVB7630-I
The status of the monitoring node (監視ノードID) has
been set to 状態.
監視ノード(監視ノードID)の状態を状態に変更しました
監視ノードの状態が変わったことを通知する情報メッセー
ジです。
（ S）
コマンドを終了します。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定した監視ノード ID の監視ノードが監視ツリーに
存在するか確認してください。

KAVB7632-E
The status of the specified monitoring node (監視ノード
ID) cannot be changed because it is unmonitored.
指定した監視ノード(監視ノードID)は非監視のため，監視
ノードの状態は変更できません
指定した監視ノードは非監視のため，監視ノードの状態は
変更できません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定した監視ノードを監視にして，再度コマンドを実
行してください。

KAVB7633-E
The status of the specified monitoring node (監視ノード
ID) cannot be changed to 状態, because the monitoring
node is a group node. Group nodes can only be changed to
Initial status.
指定した監視ノード(監視ノードID)は監視グループです。
監視グループは初期状態にしか変更できないため，状態に
変更できません
指定した監視ノードは監視グループのため，初期状態にし
か変更できません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
初期状態以外の状態に変更する場合は，監視オブジェ
クトを指定してください。

KAVB7634-E
The jcschstat command ended abnormally.
jcschstatコマンドが異常終了しました
jcschstat コマンドが異常終了しました。このメッセー
ジは実行中に出力されたメッセージのあとに出力されま
す。
（S）
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コマンドの処理を中断します。
（O）
実行中に出力されたメッセージに対する対処方法に
従って，対処してください。

KAVB7635-E
The maximum number of monitoring nodes that can be
specified with the command is 数値.
コマンドに指定できる監視ノードの最大値は数値です
コマンドに指定できる監視ノードの数が最大値を超えまし
た。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドのオプションの仕様を確認してください。

KAVB7636-E
The operation could not be executed because the central
scope service or another command is already executing.
セントラルスコープサービス，またはその他のコマンドが
既に実行中のため，実行できません
セントラルスコープサービスが起動中か，そのほかのコマ
ンドが実行中です。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
サービスが起動中の場合，jcsdbsetup コマンドを
実行はできません。サービスを停止させてください。
そのほかのコマンドが実行中の場合，そのコマンドが
終了するのを待ってください。

KAVB7637-E
An attempt to create the lock file has failed.
ロックファイルの作成に失敗しました
ロックファイルの作成に失敗しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
論理ホストで実行している場合，共有ディスクがマウ
ントされているか確認し，再度コマンドを実行してく
ださい。

KAVB7638-W
An error occurred during initialization of the database,
The database recovery operation succeeded.
データベースアクセス中にエラーが発生しました，リカバ
リに成功しました
サーバ側のデータベースアクセス処理中にエラーが発生し
ました。リカバリーに成功しました。

（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
ツリー構成情報ファイルの内容はサーバに反映されて
いません。統合トレースログでサーバ側の処理のエ
ラー原因を確認し，再度コマンドを実行してくださ
い。

KAVB7640-I
The database creation succeeded.
DBの作成に成功しました
監視オブジェクト DB の作成に成功しました。
（S）
監視オブジェクト DB を作成します。

KAVB7641-E
The parameter is invalid.
引数が不正です
引数が不正です。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
コマンドの引数を見直して，再度実行してください。

KAVB7642-E
The database creation could not be created. (return value
: 戻り値)
DBの作成ができませんでした（戻り値：戻り値）
監視オブジェクト DB の作成ができませんでした。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
戻り値に従って，システムの状態を確認し，対処を
行ってください。システムが正常に回復しない場合
は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。
• 戻り値：1
戻り値
説明：論理ホスト名が不正
説明
対処：引数で指定した論理ホスト名が正しいか確認
対処
してください。
• 戻り値：4
説明：コマンドを実行する権限がない
説明
対処：ログインアカウントが
Administrators 権限
対処
であることを確認してください。
• 戻り値
戻り値：10
説明：JP1/IM
の定義情報がセットアップされてい
説明
ない
対処：JP1/IM
が正しくインストールされているか
対処
確認してください。
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• 戻り値：12
戻り値
説明：メモリー不足
説明
対処：システムメモリーを確認してください。
対処
• 戻り値：13
戻り値
説明：ディスク不足
説明
対処：ディスクの空き容量を確認してください。
対処
• 戻り値：20
戻り値
説明：DB
がすでに存在する
説明
対処：存在している
DB が不要な場合は，削除した
対処
あとコマンドを再度実行してください。
• 戻り値：99
戻り値
説明：その他の要因のエラーが発生した
説明

KAVB7643-I
The processing to set up the JP1/IM-CS logical host will
now start.
統合スコープの論理ホストの設定処理を開始します。
（ S）
統合スコープの論理ホストの設定処理を開始します。

KAVB7644-I
Processing to copy the definition file has started.
論理ホストの設定ファイルの共有ディスクへのコピー処理
を開始します。
（ S）
論理ホストの設定ファイルの共有ディスクへのコピー
処理を開始します。

（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定した共有ディレクトリを見直した上で，コマンド
を再度実行してください。

KAVB7648-E
Failed to get default configuration data
設定情報の取得に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
物理ホストの JP1/Base，JP1/IM - Manager が，正
しくインストール，セットアップされているか確認し
てください。

KAVB7649-E
Failed to register configuration data
設定情報の登録に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
物理ホストの JP1/Base，JP1/IM - Manager が，正
しくインストール，セットアップされているか確認し
てください。

KAVB7645-I

KAVB7650-E

JP1/IM Central Scope cluster environment setup
completed successfully.

cannot create ディレクトリ名
ディレクトリの作成に失敗しました。

論理ホスト環境のセットアップに成功しました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。

KAVB7646-E
Logical host of JP1/IM-CC is not setup.
統合コンソールの論理ホスト環境がセットアップされてい
ません。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
統合コンソールの論理ホストをセットアップ後，コマ
ンドを再度実行してください。

KAVB7647-E
Specified shared directory does not exist
指定した共有ディレクトリが存在しません。
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（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定した共有ディレクトリの名称，およびアクセス権
を確認の上，コマンドを再度実行してください。

KAVB7651-E
cannot create database for logical host
データベースの作成に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
共有ディレクトリのディスク容量が十分か確認してく
ださい。

KAVB7652-E 〜 KAVB7663-E

KAVB7652-E
Failed to update JP1/IM-CC conf files
統合コンソールの設定に失敗しました。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
統合コンソールの共有ディスクがマウントされている
か確認し，再度セットアップを実行してください。

物理ホストの通信設定を開始します。
（S）
物理ホストの通信設定を開始します。

KAVB7658-I
The JP1/IM-CS logical host will now be set up.
統合スコープの論理ホストの設定処理を開始します。
（S）
統合スコープの論理ホストの設定処理を開始します。

KAVB7653-E
Logical host of JP1/IM-CS is not setup
実行系のセットアップが行われていない論理ホストに対し
て待機系のセットアップを試みました。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
実行系のセットアップをしてから，待機系のセット
アップを実行してください。

KAVB7654-E

KAVB7660-I
Importing of the monitoring tree definition from the file
ファイル名 was successful.
ファイル名ファイルから監視ツリー定義のインポートに成
功しました
監視ツリー定義のインポートに成功しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAVB7661-E

Failed to setup socket bind configuration

There is an error in the specified file. (ファイル名)
指定したファイル(ファイル名)に誤りがあります。

物理ホストの共通定義の設定に失敗しました。

指定したファイルに誤りがあります。

（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）

物理ホストの JP1/Base，JP1/IM - Manager が，正

jcsdbexport コマンドで出力したファイルを指定し

しくインストール，セットアップされているか確認し
てください。

てください。

KAVB7655-I

KAVB7662-E

The logical host database will now be created.

The specified input file (ファイル名) does not exist.
指定したファイル(ファイル名)は存在しません

論理ホストのデータベース作成処理を開始します。

指定したファイルは存在しません。

（S ）
論理ホストのデータベースの作成処理を開始します。

KAVB7656-I
Update processing of the JP1/IM-CC definition file will
now start.
統合コンソールの定義ファイルの更新処理を開始します。
（S ）
統合コンソールの定義ファイルの更新処理を開始しま
す。

KAVB7657-I
Physical host communications will now be set up.

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したファイルが存在するか確認してください。

KAVB7663-E
A monitoring tree definition does not exist in the
specified file.
指定したファイルに監視ツリー定義が存在しません
指定したファイルに監視ツリー定義が存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
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jcsdbexport コマンドで出力したファイルを指定し

KAVB7667-E

てください。

In (中項目種別:中項目名), the (小項目種別) has exceeded
the restricted value (バイト数 byte), import is failed.
(中項目種別:中項目名) の(小項目種別)が制限値 (バイト数
バイト) を超えているため, インポートに失敗しました

KAVB7664-W
An invalid common event monitoring condition is
included in the node.
監視ツリーの監視ノードに未登録の共通イベント監視条件
が含まれています
ツリーの監視ノードに未登録の共通イベント監視条件が含
まれています。
（ S）
コマンドの実行は成功しましたが，該当する監視ノー
ドを非監視状態にします。
（O）
監視ノードの状態変更条件設定を確認してください。

KAVB7665-E
The specified definition file ファイル名 is not a file.
指定されたファイル(ファイル名)はファイルではありませ
ん
引数で指定されたファイルはファイルではありません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定されたファイルはファイルではありません。確認
の上，再度コマンドを実行してください。

KAVB7666-E
The file (ファイル名) could not be imported because the
file version is not compatible with the JP1/IM-CS
monitored object DB version.
JP1/IM-CSの監視オブジェクトDB バージョンが，ファイ
ル(ファイル名)のファイルバージョンに対応していないた
め，インポートを中止しました
JP1/IM - Central Scope は，ファイル ( ファイル名 ) の
ファイルバージョンに対応していません。指定したファイ
ルは上位バージョンの JP1/IM - Central Scope で作成さ
れている可能性があります。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ファイルバージョンを確認の上，そのファイルバー
ジョンのファイルに対応している JP1/IM - Central
Scope に対して監視ツリー定義をインポートしてくだ
さい。

( 中項目種別 : 中項目名 ) の ( 小項目種別 ) が制限値 ( バイ
ト数バイト ) を超えているため，インポートに失敗しまし
た。
メッセージ本文の可変値には次の値が表示されます。
• 中項目種別
ノード ID，共通条件名，またはビジュアル監視画面
• 中項目名
中項目種別の項目に対応する実際の名称
• 小項目種別
監視ノード名，基本情報の属性値，共通条件の属性値，
状態変更条件の条件名，個別条件の個別属性値，共通条
件名，共通条件の属性値，［ビジュアル監視］画面の画
面名，または［ビジュアル監視］画面のコメント
• バイト数
小項目種別の項目の最大長（バイト）
（S）
処理を中断します。
（O）
ツリー構成ファイルをエクスポートした環境で，中項
目種別の中項目名の小項目種別に指定されている文字
列を確認し，その文字列が UTF-8 のエンコーディン
グで制限値以内になるように修正してください。その
後，再度ツリー構成ファイルのエクスポートをしてく
ださい。
エクスポートしたツリー構成ファイルを，インポート
したい環境に移行し，再度インポートしてください。

KAVB7670-I
Exporting of the monitoring tree definition to the file
ファイル名 was successful.
ファイル(ファイル名)への監視ツリー定義の出力に成功し
ました
ファイル ( ファイル名 ) への監視ツリー定義の出力に成功
しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAVB7671-E
There is no data in the database for the specified tree ID.
指定したツリーIDはデータベースに存在しません
指定したツリー ID はデータベースに存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したツリー ID の監視ツリーがデータベースに存
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在するか確認してください。

KAVB7680-E
An attempt to create jcs_hosts has failed (Cause:要因コー
ド)
jcs_hostsの作成に失敗しました(要因:要因コード)
jcs_hosts の作成に失敗しました。
（S ）

（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7683-E
A syntax error exists in the definition file. (文字列) is not
an IP address. (Line number:行番号, file name: ファイル
名)
定義ファイルの文法エラーです。(文字列)はIPアドレスで
はありません(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)

コマンドの処理を終了します。
（O）
要因コードに従って，システムの状態を確認し，対処
してください。システムが正常に回復しない場合は，
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
• 要因コード：1024
要因コード
説明：オープン可能なファイル数の上限を超えまし
説明
た
対処：システムのファイルリソースの状態を確認し
対処
てください。
• 要因コード：その他
要因コード
説明：システムエラー
説明
対処：資料採取ツールで資料を採取し，システム管
対処
理者に連絡してください。

KAVB7681-E
A syntax error exists in the definition file. Specify the
host name within 1-255 characters. (Line number:行番号
, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。ホスト名は1〜255文字
の範囲で指定してください(行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)
定義ファイル中に記述されているホスト名の長さが 255
バイトを超えています。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7682-E
A syntax error exists in the definition file. The maximum
number of hosts that can be specified for one IP address
is (ホスト数). (Line number: 行番号, file name: ファイル
名)
定義ファイルの文法エラーです。ひとつのIPアドレスに
指定されているホスト名は最大(ホスト数)個までです(行番
号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイル中に記述されている IP アドレスに指定され

定義ファイル中の IP アドレスに，IP アドレスとして認識
できない文字列が指定されています。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7684-W
A syntax error exists in the definition file. Multiple hosts
(ホスト名) are specified for an IP address (IPアドレス).
(Line number:行番号, file name: ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。IPアドレス(IPアドレス)
に対してホスト名(ホスト名)が複数回指定されています(行
番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイル中の一つの IP アドレスに対して，同じホス
ト名が複数回指定されています。
（S）
処理を続行します。
（O）
定義ファイルの内容を確認してください。

KAVB7685-W
A syntax error exists in the definition file. Only the first
definition of IP address is validated because the IP
address (IPアドレス) is specified several times. (Line
number:行番号, file name:ファイル名)
定義ファイルの文法エラーです。IPアドレス(IPアドレス)
の定義が重複しているため最初の定義が有効になります(
行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイル中に，同じ IP アドレスが複数指定されてい
ます。
（S）
処理を続行します。
（O）
定義ファイルの内容を確認してください。

ているホストの数が最大値を超えています。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
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KAVB7686-E 〜 KAVB7692-E

KAVB7686-E

• 要因コード：1024
要因コード

A system error occurred while the command was
executing.
コマンドの実行中にシステムエラーが発生しました

説明：オープン可能なファイル数の上限を超えまし
説明
た
対処：システムのファイルリソースの状態を確認し
対処
てください。
• 要因コード：その他
要因コード
説明：システムエラー
説明
対処：資料採取ツールで資料を採取し，システム管
対処
理者に連絡してください。

コマンドの実行中にシステムエラーが発生しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンド実行時の保守資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB7687-E
The command option specification is invalid. You must
specify the -o, -r, or -d option.
コマンドオプションの指定誤りです。-o,-r,-dオプションの
いずれかを必ず指定する必要があります
必須オプションが指定されていません。
（ S）
必須オプションが指定されていません。コマンドの処
理を中断します。
（O）
-o，-r，または -d オプションのどれかを指定して，
再度コマンドを実行してください。

KAVB7690-E
An error occurred while jcs_host was being accessed.
(cause:要因コード)
jcs_hostsのアクセス中にエラーが発生しました(要因:要因
コード)
jcs_hosts へのアクセス中にエラーが発生しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンド実行時の保守資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB7691-E
The command execution will be stopped because the
memory is insufficient.
メモリ不足のためコマンドの実行を中断します

KAVB7688-E
The command option specification is invalid. The -o, -r,
and -d options cannot be specified simultaneously.
コマンドオプションの指定誤りです。-o,-r,-dオプションを
同時に指定することはできません

コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）

-o，-r，-d オプションが同時に指定されています。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
-o，-r，-d オプションは同時には指定できません。
確認してください。

KAVB7689-E
An attempt to open jcs_hosts has failed. (Cause:要因コー
ド).
jcs_hostsのオープンに失敗しました(要因:要因コード)

システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やした
あと，再度コマンドを実行してください。

KAVB7692-E
The user does not have the access permission for
accessing the specified definition file (ファイル名) for
jcs_hosts.
指定されたjcs_hosts用定義ファイル(ファイル名)にアクセ
スする権限がありません
アクセスできません。
（S）

jcs_hosts のオープンに失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
要因コードに従って，システムの状態を確認し，対処
してください。システムが正常に回復しない場合は，
コマンド実行時の保守資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。
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コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したファイルのアクセス権限を確認してくださ
い。

KAVB7693-E 〜 KAVB7700-E

KAVB7693-E

KAVB7697-E

The specified definition file (ファイル名) for jcs_hosts
does not exist.
jcs_hosts用定義ファイル(ファイル名)が存在しません

An attempt to initialize the log has failed (Cause:要因
コード)
ログの初期化に失敗しました(要因:要因コード)

ファイルが存在しません。

ログの初期化に失敗しました。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
引数に指定したファイル名が存在しません。確認の
上，再度コマンドを実行してください。

KAVB7694-E

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しくセットアップされているか確認し，必要に応じ
て再セットアップしてください。システムが正常に回
復しない場合は，資料採取ツールで資料を採取し，シ
ステム管理者に連絡してください。

A system error occurred. (Detailed information: An error
occurred in system call)
システムエラーが発生しました。(詳細情報:システムコー
ルでエラーが発生しました)

The Jcs_hosts is busy.
jcs_hostsは使用中です。

システムコールでエラーが発生しました。

別の処理で jcs_hosts が使用されています。

（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やした
あと，再度コマンドを実行してください。

KAVB7695-E
The user does not have execution permission.
実行権限がありません
Administrators 権限がないユーザーで実行しようとしま
した。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
jcshostsimport コマンドは Administrator 権限を
持ったユーザーだけが実行できます。

KAVB7696-E
The jcs_hosts is invalid.
jcs_hostsが不正な状態です
jcs_hosts が破損しています。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
jcs_hosts が破損しています。再セットアップして
ください。それでもシステムが正常に回復しない場合
は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAVB7698-E

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
別の処理で jcs_hosts を使用していないか確認して
ください。

KAVB7699-E
No entry is in the definition file (file name:ファイル名)
定義ファイル中に定義が一つもありません。(ファイル名:
ファイル名)
指定された定義ファイルにキーが存在ないため，処理を終
了します。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
定義ファイルに定義を記述して，コマンドを再実行し
てください。

KAVB7700-E
The process will be terminated because an attempt to
read the definition file failed. (file name:ファイル名)
定義ファイルの読み込みに失敗したため処理を終了しま
す。(ファイル名:ファイル名)
定義ファイルの読み込みに失敗したため，コマンドの処理
を終了します。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。
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KAVB7701-I 〜 KAVB7709-E

KAVB7701-I
The jcshostsimport command successfully ended.
jcshostsimportコマンドが正常に終了しました
コマンドの処理が正常終了しました。

KAVB7702-E
A syntax error exists in the definition file. The host is not
specified. (Line number:行番号file name:ファイル名).
定義ファイルの文法エラーです。ホストが指定されていま
せん(行番号: 行番号, ファイル名: ファイル名)
定義ファイル中に，ホスト名が指定されていない行が存在
します。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7703-E
An attempt to initialize the common definition has failed.
(Cause:要因コード).
共通定義の初期化に失敗しました(要因:要因コード)

（O）
OS の Locale の設定を確認してください。

KAVB7706-E
The logical host (論理ホスト名) does not exist.
論理ホスト(論理ホスト名)が存在しません。
指定された論理ホストが存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定した論理ホスト名が誤っていないか確認してくだ
さい。

KAVB7707-E
The number of IP addresses specified for one host
exceeds the limit (最大数). (file name:ファイル名).
ホスト名に対するIPアドレスの定義数が最大数(最大数)を
越えています(ファイル名:ファイル名)
一つのホスト名に対して指定できる IP アドレスが最大数
を超えました。
（S）
コマンドの処理を終了します。

共通定義情報の初期化に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）

（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7708-E

正しくセットアップされているか確認してください。
• 要因コード：-2
要因コード
説明：共通定義情報の初期化に失敗した。
説明
対処：正しくセットアップされているか確認してく
対処
ださい。

An attempt to acquire the common definition has failed.
共通定義情報の取得に失敗しました
共通定義にキーが存在しません。
（S）

KAVB7704-E
An attempt to set the locale has failed.
Localeの設定に失敗しました

（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
OS の Locale の設定を確認してください。

KAVB7705-W
C is assumed because an attempt to set the Local has
failed.
Localeの設定に失敗しましたためCを仮定します

（ S）
Locale を C に仮定して処理を続行します。
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コマンドの処理を中断します。
（O）
セットアップされているか確認してください。

KAVB7709-E
A system error occurred. (Cause:要因コード)
システムエラーが発生しました。(要因:要因コード)
引数解析処理中に致命的なエラーが発生しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7711-E 〜 KAVB7725-E

KAVB7711-E
The command option specification is invalid.
コマンドオプションの指定誤りです
コマンドの引数が正しくありません。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドの引数が正しくありません。引数を見直し
て，jcshostsexport コマンドを再実行してくださ
い。

KAVB7712-E
The jcs_hosts does not exist.
jcs_hostsが存在しません
jcs_hosts が存在しません。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい DB ファイル名を指定して jcshostsexport
を実行してください。

KAVB7713-E
JP1/IM-CS is not set up.
JP1/IM-CSはセットアップされていません
JP1/IM - Manager がセットアップされていません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
JP1/IM - Manager を再インストールしてください。

KAVB7714-W
The command execution will be stopped because the disk
space is insufficient.
ディスク容量不足のためコマンドの実行を中止します

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定された jcs_hosts 用定義ファイルはファイルで
はありません。確認の上，再度コマンドを実行してく
ださい。

KAVB7722-E
The logical host (論理ホスト名) is not specified.
論理ホスト（論理ホスト名）が設定されていません
論理ホストが設定されていません，または，指定された論
理ホストの情報は存在しませんでした。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定された論理ホスト名が正しいか，またはセット
アップが正しく行われているか確認してください。

KAVB7723-E
The command option is invalid. The option (オプション名
) cannot be recognized.
コマンドオプションの指定誤りです。オプション(オプ
ション名)は認識できません
指定したオプションが不正です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7724-E
The command option is invalid. The option (オプション名
) is specified redundantly.
コマンドオプションの指定誤りです。オプション(オプ
ション名)が重複しています
指定したオプションが重複しています。

コマンドの実行に必要なディスク容量が不足しています。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディスクの空き容量を確認してください。

（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定したオプションを確認の上，再度コマンドを実行
してください。

KAVB7715-E

KAVB7725-E

The specified definition file ファイル名 is not a file.
指定されたjcs_hosts用定義ファイル(ファイル名)はファイ
ルではありません

The command option is invalid. The value of the option (
オプション名) is invalid.
コマンドオプションの指定誤りです。オプション(オプ
ション名)の値が不正です

引数で指定された jcs_hosts 用定義ファイルはファイル
ではありません。

指定されたオプションに必要な値が指定されていません。
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KAVB7726-E 〜 KAVB7737-I

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したオプションを確認の上，再度コマンドを実行
してください。

KAVB7726-E
A syntax error exists in the definition file. An IP address
should be specified within 1-63 characters. (Line
number:行番号，file name:ファイル名).
定義ファイルの文法エラーです。IPアドレスは1〜63文字
の範囲で指定してください (行番号: 行番号, ファイル名:
ファイル名)
定義ファイル中に指定されている IP アドレスが長過ぎま

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf コマンドが実行できま
せん。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
JP1/Base，JP1/IM - Manager が正しくインストール
されているか確認してください。

KAVB7733-I
ファイル名was registered to the common definition.
共通定義情報の登録に成功しました。
（S）
処理を続行します。

す。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
定義ファイルの文法エラーです。定義ファイルの誤り
を修正して，コマンドを再実行してください。

KAVB7727-E
The command execution will be stopped because the
memory is insufficient.
メモリ不足のためコマンドの実行を中断します

KAVB7734-E
ファイル名could not be registered to the common
definition.
共通定義情報の登録に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
JP1/Base，JP1/IM - Manager が正しくインストール
されているか確認してください。

コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。
（ S）
コマンドの処理を中断します。

KAVB7735-I
The registration of the common definition data has
completed.

（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリーの空き容量を増やした
あと，再度コマンドを実行してください。

KAVB7730-I
The JP1/IM - Central Scope setup will now start.
統合スコープのセットアップコマンドを開始しました。
（ S）
処理を続行します。

KAVB7731-I
The file ファイル名 was relocated.

共通定義情報の登録が完了しました。
（S）
処理を続行します。

KAVB7736-E
The system environment could not be set.
システム環境を設定できません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
JP1/IM - Manager が正しくインストールされている
か確認してください。

ファイル名のファイルを配置しました。
（ S）
処理を続行します。

KAVB7732-E
'/opt/jp1base/bin/jbssetcnf' could not be executed.

KAVB7737-I
JP1/IM - Central Scope setup has completed.
統合スコープのセットアップコマンドが終了しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
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KAVB7750-I 〜 KAVB7767-E

KAVB7750-I
Upgrading of the database version has finished.
データベースのバージョンアップは完了しました
データベースのバージョンアップは完了しました。
（S ）
コマンドの処理を終了します。

KAVB7751-I

コマンドの処理を中断します。
（O）
データベースが破損し，監視ツリーの情報が失われた
ため，jcsdbsetup コマンドでデータベースをセッ
トアップしたあと，再度監視ツリーを構築してくださ
い。

KAVB7765-E

The database version has already been upgraded.
データベースはバージョンアップ済です

An attempt to copy the definition file ファイル名 has
failed.
定義ファイル (ファイル名) のコピーに失敗しました

データベースはバージョンアップ済です。

定義ファイル ( ファイル名 ) のコピーに失敗しました。

（S ）
コマンドの処理を中断します。

KAVB7753-E
The specified work path (指定したパス) does not exist.
指定したワークパス (指定したパス) が存在しません
指定したワークパスが存在しません。

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
以下の点を確認してください。解決しない場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。
• ファイル名ファイルが，Scope パス ¥conf¥ ディレ
クトリに存在するか確認してください。
存在しない場合は，JP1/IM - Manager をインス

（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）

トールし直してください。
• 指定した論理ホストの共有フォルダ以下に
¥JP1Scope¥conf¥フォルダが存在するか確認して

指定したワークパスが存在するか確認してください。

KAVB7754-W
The database will now be recovered from the backup
because the database is corrupted.
データベースが破損していたため，バックアップからリカ
バリしました

ください。
存在しない場合は，再度 jp1cshasetup コマンド
で統合スコープの論理ホストの設定を行ってくださ
い。
• メモリー不足が発生していないか確認してくださ
い。
• ディスク容量不足が発生していないか確認してくだ
さい。

jp1csverup コマンド，jp1cshaverup コマンド実行時
にデータベースの破損を検知したため，バックアップから
リカバリーしました。
（S ）

KAVB7766-E
An attempt to add the common definition key has failed.
共通定義へのキーの追加に失敗しました

コマンドの処理を継続します。
（O）
最新の編集結果が反映されていないおそれがありま
す。JP1/IM - View で監視ツリーの構成を確認し，監
視ツリーが正しいか確認してください。

KAVB7755-E
Command execution will now stop because the attempt to
recover the database failed.
データベースのリカバリに失敗したため，コマンドの実行
を中断します
jp1csverup コマンド，jp1cshaverup コマンド実行時
にデータベースの破損を検知し，リカバリー処理を試みま
したが失敗しました。
（S ）

共通定義へのキーの追加に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB7767-E
An attempt to delete the database has failed.
データベースの削除に失敗しました
データベースの削除に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を中断します。
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KAVB7770-I 〜 KAVB7777-W

（O）
サービスが起動中でないか確認し，起動中の場合は
サービスを停止したあと，再度実行してください。
サービスが停止中の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB7774-E
Command execution will stop because memory is
insufficient.
メモリ不足のためコマンドの実行を中断します
コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。

KAVB7770-I
The data was backed up successfully.
資料の採取を正常に終了しました

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）

資料が正常に採取されたことを通知する情報メッセージで
す。
（ S）
コマンドを終了します。

KAVB7771-W
The logical host 論理ホスト名 does not exist.
論理ホスト（論理ホスト名）が存在しません
指定された論理ホストが存在しません。
（ S）
指定した論理ホストの資料は採取せずに，処理を継続
します。
（O）
指定した論理ホスト名が誤っていないか見直して，再
度資料採取コマンドを実行してください。

KAVB7772-E
Command execution will stop because disk capacity is
insufficient.
ディスク容量が不足しているためコマンドの実行を中断し
ます
コマンドの実行に必要なディスク容量が不足しています。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディスクの空き容量を確認し，不要なファイルは削除
するなどして空き容量を増やしたあと，再度資料採取
コマンドを実行してください。

KAVB7773-E
The command option is invalid.
コマンドオプションが不正です
間違ったコマンドオプションが指定されました。

システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
スを停止するなどしてメモリー空き容量を増やしたあ
と，再度資料採取コマンドを実行してください。

KAVB7775-W
The shared directory used by the specified logical host (
論理ホスト名) was not found.
(Shared directory = 共有ディレクトリパス)
指定された論理ホスト（論理ホスト名）で使用している共
有ディレクトリ（共有ディレクトリパス）が見つかりませ
ん
指定された論理ホストの共有ディレクトリが存在しませ
ん。
（S）
処理を継続し，物理ホストの情報だけを採取します。
（O）
共有ディレクトリをマウントし，再度資料採取コマン
ドを実行してください。

KAVB7776-W
A part of the data was not correctly acquired.
一部の資料が採取できませんでした
一部の資料が採取できませんでした。このメッセージは実
行中に出力されたメッセージのあとに出力されます。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
実行中に出力されたメッセージに対する対処方法に
従って，対処してください。

KAVB7777-W
An attempt to acquire data for 採取ディレクトリまたは
ファイル did not finish successfully.
採取ディレクトリまたはファイルの資料が正常に採取でき
ませんでした

（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいコマンドオプションを指定して，再度資料採取
コマンドを実行してください。

採取ディレクトリまたはファイルの資料が正常に採取でき
ませんでした。
（S）
コマンドの処理を継続します。
（O）
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KAVB7778-W 〜 KAVB7794-I

jcs_log_failure.log のリストを参照して，採取
元資料が存在する場合には，採取できなかった資料を
手動で採取してください。

KAVB7778-W
An attempt to acquire information from the registry for
製品名または論理ホスト名 has failed.
製品名または論理ホスト名の情報が取得できませんでした
製品名または論理ホスト名の情報が取得できませんでし
た。
（S ）
コマンドの処理を継続します。
（O）

（S）
コマンドの処理を継続します。
（O）
イベントビューアーを使用して Windows イベントロ
グを手動で採取してください。

KAVB7790-I
The pre-installation processing of JP1/IM-Central Scope
will now start.
JP1/IM - Manager のインストール前処理を開始します。
（S）
JP1/IM - Manager のインストール前処理を開始しま
す。

jcs_log_failure.log のリストを参照して，採取
元の資料が存在する場合，採取できなかった資料を手
動で採取してください。

KAVB7779-E
An attempt to create the directory (指定したパス) has
failed.
ディレクトリ(指定したパス)を作成できませんでした
指定したパスのディレクトリを作成できませんでした。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定したディレクトリの上位のディレクトリに対する
実行ユーザーの読み込みまたは書き込み権限を見直し
て，再度資料採取ツールを実行してください。

KAVB7780-W
The directory used by the physical host was not found. (
ディレクトリパス)
物理ホストで使用しているディレクトリ（ディレクトリパ
ス）が見つかりません
物理ホストで使用しているディレクトリが存在しません。
（S ）
ディレクトリパス以下の資料は採取せず，処理を継続
します。
（O）
ディレクトリパスが一時的に接続されていないことは
ないか確認してください。

KAVB7782-W
An attempt to acquire the Windows event log (イベントロ
グの種類) has failed.
Windowsイベントログ(イベントログの種類)は採取できま
せんでした

KAVB7791-E
A prerequisite product has not been installed.
前提製品がインストールされていません。
（S）
インストールを中断します。
（O）
前提製品をインストール後に再度インストールしてく
ださい。

KAVB7792-I
The pre-installation processing of JP1/IM - Central Scope
will now end.
JP1/IM - Manager のインストール前処理を終了します。
（S）
JP1/IM - Manager のインストール前処理を終了しま
す。

KAVB7793-I
The post-installation processing of JP1/IM - Central
Scope will now start.
JP1/IM - Manager のインストール後処理を開始します。
（S）
JP1/IM - Manager のインストール後処理を開始しま
す。

KAVB7794-I
The JP1/IM - Central Scope service will now be
registered.
JP1/IM - Manager サービスを登録します。
（S）

Windows イベントログの採取に失敗しました。

/etc/services ファイルにポート番号を追加しま

イベントログの種類：System または Application

す。
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KAVB7795-I 〜 KAVB7901-W

KAVB7795-I

KAVB7800-E

The JP1/IM - Central Scope service was registered.

'/opt/jp1scope/bin/jcsdbsetup' could be executed.
'/opt/jp1scope/bin/jcsdbsetup' コマンドが実行できません
でした

JP1/IM - Manager サービスを登録しました。
（ S）
/etc/services ファイルにポート番号を追加しま
した。

KAVB7796-E
The JP1/IM - Central Scope service could not be
registered.
JP1/IM - Manager サービスの登録ができませんでした。
（ S）
インストールを続行します。
（O）

jcsdbsetup コマンドが正常に実行できなかったため，
統合スコープのデータベース作成に失敗しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
インストール後，手動で jcsdbsetup コマンドを実
行してください。

KAVB7801-E
'/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup' could be executed.
'/opt/jp1scope/bin/jp1cs_setup' コマンドが実行できません
でした

インストール終了後に /etc/services にポート番
号を追加してください。

KAVB7797-I
The post-processing of JP1/IM - Central Scope
installation will now end.
JP1/IM - Manager のインストール後処理を終了します。
（ S）
JP1/IM - Manager のインストール後処理を終了しま
す。

KAVB7798-I
The uninstallation of JP1/IM - Central Scope will now
start.

jp1cs_setup コマンドが正常に実行できなかったため，
統合スコープのセットアップ処理に失敗しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
インストール後，手動で jp1cs_setup コマンドを
実行してください。

KAVB7802-E
The stop of services failed.
サービスの停止に失敗しました
サービスの停止に失敗しました。
（S）

JP1/IM-Manager のアンインストールを開始します。
（ S）
JP1/IM - Manager のアンインストールを開始しま
す。

KAVB7799-E
An attempt to set the system environment has failed.

インストール，またはアンインストールを中断しま
す。
（O）
手動で JP1/IM - Manager を停止したあと，インス
トール，またはアンインストールしてください。

KAVB7900-I
監視ノード名の状態が状態から状態に変わりました。

/opt/jp1cons/bin/jcoimdef コマンドが正常に実行
できなかったため，システム環境の設定に失敗しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
アンインストール後，手動で /opt/jp1cons/bin/
jcoimdef コマンドを引数「-s」
「OFF」を指定して
実行してください。
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監視ノードの状態が変わったことを通知する情報メッセー
ジです。
（S）
監視ノード名の監視ノードの状態を変更しました。

KAVB7901-W
The number of status change event for the monitored
node監視ノードID has reached the threshold.
監視ノード(監視ノードID)の状態変更イベントの件数が上
限を超えました

KAVB8000-W 〜 KAVB8054-E

監視ノード ( 監視ノード ID) の状態変更イベントの件数が
上限を超えました。
（S ）
監視ノード ( 監視ノード ID) の対処済み連動機能は無
効とし，処理を続行します。
（O）
状態変更イベントの検索を実行して，状態変更イベン
トの内容を確認してください。問題がなければ，監視
ノードの状態を手動で変更して状態変更イベントの履
歴をクリアしてください。

5.5.8

JP1/IM に関する共通
メッセージ
（KAVB8000 〜
KAVB8999）

KAVB8000-W
Option(指定オプション) appears twice or more.
オプション(指定オプション)が2回以上指定されています
同じオプションが 2 回以上指定されています。
（S ）
指定オプションは無視して，処理を続行します。
（O）
オプションの値を設定し直し，再度実行してくださ
い。

（O）
論理ホスト名の指定が必要な場合は，環境変数を設定
し再度実行してください。

KAVB8003-W
An invalid logical host name (論理ホスト名) is specified.
不適切な論理ホスト名(論理ホスト名)が指定されています
引数に指定された論理ホスト名が不正です。
（S）
処理を終了します。
（O）
正しい論理ホスト名を指定して，再度実行してくださ
い。

KAVB8051-I
The health check will now start. (host name = ホスト名)
ヘルスチェックを開始します(ホスト名=ホスト名)
ヘルスチェックを開始します。
（S）
ヘルスチェックを開始します。

KAVB8052-I
The health check will now stop. (host name = ホスト名)
ヘルスチェックを終了します(ホスト名=ホスト名)
ヘルスチェックを終了します。
（S）
ヘルスチェックを終了します。

KAVB8001-W
Specify an argument (引数値) after the option(オプション
).
オプション（オプション）のあとに引数値を指定してくだ
さい
表示されたオプションのあとに引数値が指定されていない
ため，実行できません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
表示されたオプションのあとに，表示された引数値を
指定してください。

KAVB8002-W
No Logical Host Name is specified.
論理ホスト名が指定されていません

KAVB8053-E
The health check will now stop because an error
occurred. (host name = ホスト名) : 保守情報
エラーが発生したため，ヘルスチェックを終了します(ホ
スト名=ホスト名) ： 保守情報
エラーが発生したため，ヘルスチェックを終了します。
（S）
ヘルスチェックを終了します。
（O）
資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVB8054-E
The definition file of the health check(ファイル名) cannot
be opened. : 保守情報
ヘルスチェック定義ファイル(ファイル名)がオープンでき
ません ： 保守情報

環境変数 JP1_HOSTNAME に論理ホスト名が指定されてい
ません。
（S）
デフォルトの論理ホスト名で処理を続行します。

ヘルスチェック定義ファイルがオープンできません。
（S）
JP1/IM - Manager 起動時の場合は，ヘルスチェック
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KAVB8055-E 〜 KAVB8070-E

を無効にします。jco_spmd_reload コマンド実行

jcogencore コマンドを使用して異常が検知され

時の場合は，現在の定義を引き継ぎ，処理を継続しま
す。

た機能のダンプを出力してください。ダンプを出
力した機能（プロセス）は停止します。
ダンプの出力後，資料採取ツールを実行して資料
を採取し，管理者に連絡してください。
jcogencore コマンドを使用した後は JP1/IM -

（O）
ヘルスチェック定義ファイルが存在するか，アクセス
権が正しく設定されているか確認し，
jco_spmd_reload コマンドを実行してください。

KAVB8055-E
There is an error in the definition file of the health check(
ファイル名). The default value will be used. (line 行番号)
: 詳細情報
ヘルスチェック定義ファイル(ファイル名)にエラーがあり
ます。デフォルト値を使用します (行番号 行目) ： 詳細情
報
ヘルスチェック定義ファイルに無効な値が設定されている
ため，デフォルト値で動作します。
詳細情報にはエラー個所を含んだ文字列が表示されます。

Manager を再起動してください。

KAVB8061-I
機能名 has been recovered. (host name = ホスト名,
process name = プロセス名, process ID = プロセスID) : 保
守情報
機能名 が回復しました (ホスト名=ホスト名, プロセス名=
プロセス名, プロセスID=プロセスID ) ： 保守情報
機能が回復しました。
（S）
処理を継続します。

KAVB8062-E

（ S）
JP1/IM - Manager 起動時の場合は，エラーとなった
定義項目だけデフォルト値で動作します。
jco_spmd_reload コマンド実行時の場合は，エ
ラーとなった定義項目だけ現在の定義を引き継ぎ，処
理を継続します。

An abnormality was detected in 機能名. (host name = ホ
スト名, process name = プロセス名) : 保守情報
機能名 の異常を検知しました (ホスト名=ホスト名, プロセ
ス名=プロセス名) ： 保守情報
機能の異常を検知しました。

（O）
定義ファイルが正しく設定されているか確認し，
jco_spmd_reload コマンドを実行してください。

KAVB8060-E
An abnormality was detected in 機能名. (host name = ホ
スト名, process name = プロセス名, process ID = プロセス
ID) : 保守情報
機能名 の異常を検知しました (ホスト名=ホスト名, プロセ
ス名=プロセス名, プロセスID=プロセスID ) ： 保守情報
機能の異常を検知しました。
（ S）

（S）
処理を継続します。
（O）
JP1/Base の資料を採取し，JP1/Base のイベント
サービスと JP1/IM - Manager を再起動してくださ
い。

KAVB8063-I
機能名 has been recovered. (host name = ホスト名,
process name = プロセス名) : 保守情報
機能名 が回復しました (ホスト名=ホスト名, プロセス名=
プロセス名) ： 保守情報

処理を継続します。
機能が回復しました。

（O）
Windows の場合
機能名が evtcon，evgen，jcdmain の場合，

処理を継続します。

jcogencore コマンドを使用して異常が検知さ

KAVB8070-E

れた機能のダンプを出力してください。
ダンプ出力後，資料採取ツールを実行して資料を
採取し，管理者に連絡してください。
jcogencore コマンドを使用した後は JP1/IM -

The JP1 event イベントID could not be issued. : 保守情報
JP1イベント(イベントID)が発行できませんでした ： 保守
情報

Manager を再起動してください。
機能名が evflow または jcamain の場合，ダン
プの出力はできません。資料採取ツールを実行し
て資料を採取し，JP1/IM - Manager を再起動し
てください。
UNIX の場合
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（S）

JP1 イベントが発行できませんでした。
（S）
処理を継続します。
（O）

KAVB8071-I 〜 KAVB8101-E

イベントサービスが起動しているか確認し，起動して
いない場合は起動してください。

KAVB8071-I

ました。
（S）
• ファイル名が ecsseq.inf の場合
システムファイルの読み込み時にファイルオープン
に失敗した場合，jcoimdef コマンドで設定する

The JP1 event イベントID was issued.
JP1イベント(イベントID)を発行しました

イベント取得開始位置のシステム設定が -1 に指定
されていても，イベントコンソールサービス起動後
にイベント DB に登録された JP1 イベントからイ

JP1 イベントを発行しました。
（S ）

ベントバッファーに格納します。
システムファイルの書き込み時にファイルオープン
に失敗した場合，システムファイルを削除し，処理
を続行します。処理を続行し，エラーが回復した場
合は，システムファイルを再作成します。エラーが
回復しないでシステムファイルが再作成されない場
合は，JP1/IM - Manager の再起動時でイベントコ

処理を継続します。

KAVB8072-E
The notification command コマンド could not be
executed. : 保守情報
通知コマンド(コマンド)が実行できませんでした ： 保守
情報
通知コマンドが実行できませんでした。
（S ）

ンソールサービス起動後にイベント DB に登録され
た JP1 イベントからイベントバッファーに格納し
ます。
• ファイル名が fcsseq.inf の場合
システムファイルの読み込み時にファイルオープン
に失敗した場合，jcoimdef コマンドで設定する

処理を継続します。

イベント取得開始位置のシステム設定が -1 に指定

（O）

されていても，イベントフロー制御サービス起動後
にイベント DB に登録された JP1 イベントからア

定義ファイルが正しく設定されているか確認し，
jco_spmd_reload コマンドを実行してください。

クションマッチング処理を行います。
システムファイルの書き込み時にファイルオープン
に失敗した場合，システムファイルを削除し，処理
を続行します。処理を続行し，エラーが回復した場
合は，システムファイルを再作成します。エラーが
回復しないでシステムファイルが再作成されない場
合は，JP1/IM - Manager の再起動時でイベントフ

KAVB8073-I
The notification command コマンド was executed.
通知コマンド(コマンド)を実行しました
通知コマンドを実行しました。

ロー制御サービス起動後にイベント DB に登録され

（S）

た JP1 イベントからアクションマッチング処理を

処理を継続します。

KAVB8074-W

行います。
• ファイル名が fcssendseq.inf の場合

No notification command is specified. (file name = ファイ
ル名)
通知コマンドが指定されていません (ファイル名=ファイ
ル名)

システムファイルの読み込み時にファイルオープン
に失敗した場合，jcoimdef コマンドで設定する

定義ファイルに通知コマンドが設定されていません。

答待ちイベントの判定処理を行います。
システムファイルの書き込み時にファイルオープン
に失敗した場合，システムファイルを削除し，処理
を続行します。処理を続行し，エラーが回復した場
合は，システムファイルを再作成します。エラーが
回復しないでシステムファイルが再作成されない場
合は，JP1/IM - Manager の再起動時でイベントフ

応答待ちイベント管理のシステム設定が有効に指定
されていても，イベントフロー制御サービス起動後
にイベント DB に登録された JP1 イベントから応

（S ）
処理を中断します。
（O）
定義ファイルに通知コマンドの指定が必要な場合は通
知コマンドを設定し，再実行してください。

ロー制御サービス起動後にイベント DB に登録され
た JP1 イベントから応答待ちイベントの判定処理

KAVB8101-E
An attempt to open the system file(ファイル名) has
failed. : システムのエラーコード
システムファイル(ファイル名)のオープンに失敗しました
: システムのエラーコード
システムが管理するシステムファイルのオープンに失敗し

を行います。
以降ファイル名に表示されたシステムファイルのオー
プンに成功するまで，本メッセージは出力されませ
ん。
（O）
OS のログを確認し，リソース不足が発生していない
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KAVB8102-E 〜 KAVB8104-E

かを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB8102-E
The system file(ファイル名) will be created again because
the file was corrupted. : 破壊されたシステムファイルの
データ内容
システムファイル(ファイル名)が破壊されているため，シ
ステムファイルを新規に作成します : 破壊されたシステム
ファイルのデータ内容

KAVB8103-E
An attempt to read data from the system file(ファイル名
) has failed. : システムのエラーコード
システムファイル(ファイル名)からのデータの読み込みに
失敗しました : システムのエラーコード
システムが管理するシステムファイルからのデータの読み
込みに失敗しました。
（S）
• ファイル名が ecsseq.inf の場合
jcoimdef コマンドで設定するイベント取得開始
位置のシステム設定が -1 に指定されていても，イ

システムが管理するシステムファイルの内容が不正のた
め，データの読み込みに失敗しました。

ベントコンソールサービス起動後にイベント DB に
登録された JP1 イベントからイベントバッファー

（ S）
現在のシステムファイルを削除し，新規にシステム
ファイルを作成します。
• ファイル名が ecsseq.inf の場合

に格納します。
• ファイル名が fcsseq.inf の場合
jcoimdef コマンドで設定するイベント取得開始
位置のシステム設定が -1 に指定されていても，イ

jcoimdef コマンドで設定するイベント取得開始

ベントフロー制御サービス起動後にイベント DB に

位置のシステム設定が -1 に指定されていても，イ

登録された JP1 イベントからアクションマッチン

ベントコンソールサービス起動後にイベント DB に
登録された JP1 イベントからイベントバッファー
に格納します。
• ファイル名が fcsseq.inf の場合

グ処理を行います。
• ファイル名が fcssendseq.inf の場合
jcoimdef コマンドで設定する応答待ちイベント
管理のシステム設定が有効に指定されていても，イ
ベントフロー制御サービス起動後にイベント DB に

jcoimdef コマンドで設定するイベント取得開始
位置のシステム設定が -1 に指定されていても，イ
ベントフロー制御サービス起動後にイベント DB に

登録された JP1 イベントから応答待ちイベントの

登録された JP1 イベントからアクションマッチン

判定処理を行います。

グ処理を行います。
• ファイル名が fcssendseq.inf の場合
jcoimdef コマンドで設定する応答待ちイベント
管理のシステム設定が有効に指定されていても，イ
ベントフロー制御サービス起動後にイベント DB に

（O）
OS のログを確認し，リソース不足が発生していない
かを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

登録された JP1 イベントから応答待ちイベントの
判定処理を行います。
（O）
• ファイル名が ecsseq.inf の場合
統合トレースログを確認し，イベントコンソール
サービスのエラーメッセージ（KAVB0001 〜
KAVB2000 のエラーメッセージ）が出力されてい
るか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
• ファイル名が fcsseq.inf，fcssendseq.inf の
場合
統合トレースログを確認し，イベントフロー制御
サービスのエラーメッセージ（KAVB4001 〜
KAVB6000 のエラーメッセージ）が出力されてい
るか確認してください。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
また，OS のログを確認し，リソース不足が発生して
いないかを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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KAVB8104-E
An attempt to write data to the system file(ファイル名)
has failed. : システムのエラーコード
システムファイル(ファイル名)へのデータの書き込みに失
敗しました : システムのエラーコード
システムが管理するシステムファイルへのデータの書き込
みに失敗しました。
（S）
書き込みに失敗したシステムファイルを削除し，処理
を続行します。
（O）
OS のログを確認し，リソース不足が発生していない
かを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB8105-E 〜 KAVB8408-E

KAVB8105-E

KAVB8404-E

An attempt to delete the system file(ファイル名) has
failed. : システムのエラーコード
システムファイル(ファイル名)の削除に失敗しました : シ
ステムのエラーコード

Specify the process ID of 制御名 process.
(制御名)プロセスのプロセスIDを指定してください
JP1/IM - Manager または JP1/IM - View プロセスのプロ
セス ID が指定されていません。

システムが管理するシステムファイルの削除に失敗しまし
た。
（S ）
ファイル削除処理を停止し，処理を続行します。
（O）
OS のログを確認し，リソース不足が発生していない
かを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAVB8400-E
The option is invaild
オプションが不正です

（S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager または JP1/IM - View プロセスの
プロセス ID を指定して，コマンドを再度実行してく
ださい。

KAVB8405-E
The process ID is invalid.
プロセスIDが不正です
プロセス ID の値が不正です。
（S）

オプションが不正です。
（S ）
処理を終了します。
（O）
オプションを確認し，コマンドを再度実行してくださ
い。

KAVB8402-E
Specify the process ID.
プロセスIDを指定してください
プロセス ID が指定されていません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
プロセス ID を指定して，コマンドを再度実行してく
ださい

KAVB8403-E
The process ID is specified more than once.
プロセスIDが複数指定されています
プロセス ID が複数指定されている。
（S ）
処理を終了します。
（O）
プロセス ID を一つだけ指定して，コマンドを再度実
行してください。

処理を終了します。
（O）
プロセス ID が指定されていることを確認し，コマン
ドを再度実行してください。

KAVB8406-I
The core dump file will be output.
コアダンプファイルを出力します
コアダンプファイルを出力します。
（S）
処理を継続します。

KAVB8407-I
When the core dump is output, プロセス名 will stop. Is
this OK? (y/n)
コアダンプを出力するとプロセス名は停止します。よろし
いですか？(y/n)
コアダンプ出力の実行を確認します。
（S）
ユーザー応答を待ちます。y が入力された場合，処理
を継続します。n が入力された場合，コマンドを終了
します。
（O）
コマンド実行を継続する場合は y を入力，コマンド
実行を中断する場合は n を入力してください。

KAVB8408-E
The specified process is not running.
指定したプロセスは起動していません
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KAVB8409-E 〜 KAVB8416-I

指定したプロセスが起動していません。
（ S）
処理を終了します。
（O）
プロセスが起動しているかどうか確認してください。

KAVB8409-E
An error occurred during command execution. (cause : 要
因)
コマンド実行中にエラーが発生しました 要因:要因

（S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager が起動しているかどうか確認して
ください。

KAVB8413-E
An attempt to send the thread dump output request has
failed.
スレッドダンプ出力要求の送信に失敗しました
スレッドダンプの出力要求の送信に失敗しました。

コマンド実行中にエラーが発生しました。
（ S）
処理を終了します。
（O）
要因を確認し，コマンドを再度実行してください。コ
マンドが実行できない場合は，資料採取ツールで資料
を採取し，システム管理者に連絡してください。

（S）
処理を終了します。
（O）
• JP1/IM - View の場合は，JP1/IM - View のプロセ
ス管理（jcoview.exe）が起動しているかどうか
確認してください。
• JP1/IM - Manager の場合は，プロセス管理プロセ
ス（jco_spmd.exe）が起動しているかどうか確

KAVB8410-E
The process management process of JP1/IM -View is not
running.
JP1/IM - Viewのプロセス管理プロセスが起動していませ
ん

認してください。

KAVB8414-I
The thread dump output request has been sent.
スレッドダンプ出力要求を送信しました

JP1/IM - View のプロセス管理プロセスが起動していませ
スレッドダンプの出力要求の送信が完了しました。

ん。
（ S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - View が起動していることを確認してくださ
い。または，JP1/IM - View のプロセス管理プロセス

（S）
処理を継続します。

KAVB8415-E
An attempt to open the message file has failed.
メッセージファイルのオープンに失敗しました

(jcoview.exe) が起動していることを確認してくだ
さい。

KAVB8411-E
The user lacks execution permission.
実行権限がありません
コマンドの実行権限がありません。
（ S）
処理を終了します。
（O）

メッセージファイルのオープンに失敗しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB8416-I
The core dump file has been output.
コアダンプファイルを出力しました

Administrators などの権限を持ったユーザーでログ
インし直し，コマンドを再度実行してください。

KAVB8412-E
JP1/IM - Central Console is not running.
JP1/IM - Cenral Consoleが起動していません
JP1/IM - Manager が起動していません。
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コアダンプファイルを出力しました。
（S）
処理を継続します。

KAVB8417-I 〜 KAVB8425-E

KAVB8417-I

KAVB8421-E

Please enter a number for the process to output the core
dump file [1-6]:
コアダンプファイルを出力するプロセスに該当する番号を
入力してください [1-6]:

The process management daemon is busy.
コマンド処理中です

コアダンプファイルを出力するプロセスに該当する番号を
入力します。
（S ）
入力を待ちます。
（O）
コアダンプファイルを出力するプロセスに該当する番
号を入力してください。

KAVB8418-E
The specified logical host name does not exist.
指定した論理ホスト名は存在しません
指定した論理ホストがありません。
（S ）
処理を終了します。
（O）
指定した論理ホスト名を確認し，コマンドを再度実行
してください。

KAVB8419-E
An attempt to read a shared configuration definition has
failed.
共通定義情報の読込みに失敗しました
共通定義情報の読み込みに失敗しました。

コマンドの処理中です。
（S）
処理を終了します
（O）
処理が終わってから，コマンドを再度実行してくださ
い。

KAVB8422-E
The lock file in the conf directory cannot be opened.
conf ディレクトリのロックファイルがオープンできませ
ん
ロックファイルのオープンに失敗しました。
（S）
処理を終了します。
（O）
conf ディレクトリがあるか，または，書き込み権限
があるか確認してください。クラスタシステムで運用
している場合は，定義した conf ディレクトリがある
か，または，書き込み権限があるか確認してくださ
い。

KAVB8423-I
The core dump file (ファイル名) will be overwritten. Is
this OK? (y/n):
コアダンプファイル(ファイル名)を上書きします。よろし
いですか？[y/n]:

（S ）
処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

コアダンプファイルを上書きしてよいかの確認です。
（O）
y を選択すると，コアダンプ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。

KAVB8420-E

KAVB8424-I

Specify the process name of JP1/IM - Central Console.
JP1/IM - Central Consoleのプロセス名を指定してくださ
い

Please enter a number for the process to output the dump
file [1-4]:
ダンプファイルを出力するプロセスに該当する番号を入力
してください

JP1/IM - Manager のプロセス名が指定されていません。
コアダンプさせるプロセスに該当する番号を入力します。
（S）
処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager のプロセス名を指定し，コマンド
を再度実行してください。

KAVB8425-E
The process information could not be obtained by the
process management daemon. (cause:要因)
プロセス情報の取得に失敗しました 要因:要因
ダンプを出力するプロセス情報の取得に失敗しました。
（S）
コマンドの実行を終了します。
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KAVB8426-I 〜 KAVB8500-E

（O）
jco_spmd_status コマンドを確認してプロセス管
理が正常に動作していることを確認してください。
jco_spmd_status コマンドが異常終了する場合，
統合トレースログを確認し，プロセス管理のエラー
メッセージが出ていないか確認してください。
出ている場合，そのメッセージの対処方法に従って処
理してください。
上記を確認して問題がない場合は，資料を採取してシ
ステム管理者に連絡してください。

KAVB8426-I
The process to output the dump is not running.
JP1/IM - Cenral Consoleのダンプ出力可能なプロセスは
停止しています。
JP1/IM - Manager のダンプ出力可能なプロセスは停止し
ているためダンプ出力はできません。
（ S）
コマンドの実行を終了します。

KAVB8427-I
When outputting dumps for the three processes evflow,
jcamain, and evtcon at the same time, output the dumps
in order of evtcon, jcamain, and evflow.
evflow,jcamain,evtconの3つのプロセスに対して同時にダ
ンプ出力させる場合は, evtcon, jcamain, eflowの順番にダ
ンプ出力させてください。
evflow，jcamain，evtcon の三つのプロセスに対して
同時にダンプ出力させる場合は，evtcon，jcamain，
evflow の順番に出力させてください。
（ S）
コマンドの処理を続行します。

KAVB8428-W
The core dump file was not found.
コアダンプファイルが見つかりません
次の理由によりコアダンプファイルが見つかりませんでし
た。
• コアダンプファイルが出力されていない。
• コアダンプファイルの出力先ディレクトリ，またはファ
イル名が変更されている。
（ S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
次の内容を確認してください。
• ディスクの空き容量が不足していないか
コアダンプファイルは，次に示すデフォルトの出力
先ディレクトリに出力されます。空き容量が不足し
ている場合，コアダンプファイルが出力されませ
ん。
物理ホストの場合：/var/opt/jp1cons/log/
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論理ホストの場合：共有ディレクトリ /
jp1cons/log/
• コアダンプファイルのファイルサイズの設定が 0
になっていないか
root ユーザーのコアダンプファイルのファイルサ
イズの設定を確認してください。コアダンプファイ
ルのファイルサイズが 0 になっている場合，コア
ダンプファイルが出力されません。
• コアダンプファイルに関連するカーネルパラメー
ターの設定がデフォルトから変更されていないか
（Linux 限定）
Linux のカーネルパラメーターで，コアダンプファ
イルの出力先ディレクトリまたはファイル名がデ
フォルトの設定から変更されている場合，出力され
たコアダンプファイルを見つけることができませ
ん。
コアダンプファイルの出力先ディレクトリ，ファイ
ル名を変更するカーネルパラメーターは
kernel.core_pattern です。設定を確認してく
ださい。
• コアダンプファイルの名称と出力先がデフォルトか
ら変更されていないか（HP-UX 11i V3（IPF）限
定）
coreadm コマンドで，コアダンプファイルの出力
先ディレクトリまたはファイル名がデフォルトの設
定から変更されている場合，出力されたコアダンプ
ファイルを見つけることができません。
コアダンプファイルの出力先ディレクトリまたは
ファイル名を変更するコマンドは coreadm です。
設定を確認してください。
なお，コアダンプファイルの出力先ディレクトリまた
はファイル名をデフォルトの設定から変更している場
合，資料採取ツールの実行時にコアダンプファイルを
採取できないことがあります。資料採取ツールは，次
に示すデフォルトの出力先ディレクトリにあるファイ
ル名が core から始まるファイルを採取します。
物理ホストの場合：/var/opt/jp1cons/log/
論理ホストの場合：共有ディレクトリ /jp1cons/
log/
資料採取ツールで，事前に出力したコアダンプファイ
ルを採取したい場合，資料採取ツールの実行前に次の
ことを実施しておく必要があります。
• コアダンプファイルの出力先ディレクトリを変更し
ている場合
出力されたコアダンプファイルをデフォルトの出力
先ディレクトリにコピーしておく。
• コアダンプファイルのファイル名を変更している場
合
出力されたコアダンプファイルのファイル名を
core から始まるファイル名にリネームしておく。

KAVB8500-E
Execute the command from the administrator console.
管理者コンソールよりコマンドを実行してください
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。

KAVB8900-E 〜 KAVB8907-E

（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

KAVB8900-E
The command option is invalid.

KAVB8904-E
The shared directory (共有ディレクトリパス) used by the
specified logical host (論理ホスト名) was not found.
指定された論理ホスト（論理ホスト名）で使用している共
有ディレクトリ（共有ディレクトリパス）が見つかりませ
ん。
（S）
コマンドの処理を続行します。

指定したコマンドオプションは不正です。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいコマンドオプションを指定して，再度資料採取
ツールを実行してください。

KAVB8901-E
The command option (オプション) is duplicated.
指定したコマンドオプション ( オプション ) が重複してい
ます。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいコマンドオプションを指定して，再度資料採取
ツールを実行してください。

KAVB8902-E

（O）
実行系のホストの場合，共有ディレクトリをマウント
し，再度資料採取ツールを実行してください。
待機系のホストの場合，共有ディレクトリがマウント
されていないため問題ありません。

KAVB8905-E
The specified directory (資料格納ディレクトリ名) is
invalid.
指定したディレクトリ（資料格納ディレクトリ名）が不正
です。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しい資料格納ディレクトリを指定して，再度資料採
取コマンドを実行してください。
Windows の場合，次を確認してください。
• 予約デバイス名（AUX，CON，NUL，PRN，
COM1 〜 COM9，LPT1 〜 LPT9）や , ; % & ^

The logical host (論理ホスト名) does not exist.

! を指定していないか
• 129 バイト以上のディレクトリ名を指定していない

指定した論理ホスト名が存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定した論理ホスト名が誤っていないか見直して，再
度資料採取ツールを実行してください。

KAVB8903-E
The host name is not specified in the -h option.
-h オプションにホスト名が指定されていません。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
正しいコマンドオプションを指定して，再度資料採取
ツールを実行してください。

か

KAVB8906-E
The directory has the same name as an existing file (ファ
イル名).
ディレクトリと同じ名称のファイル ( ファイル名 ) がすで
に存在します。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
同じ名称のファイルを削除してから再度資料採取ツー
ルを実行してください。

KAVB8907-E
The directory (ディレクトリ名) could not be written to.
ディレクトリ ( ディレクトリ名 ) に書き込みできませんで
した。
（S）
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KAVB8908-W 〜 KAVB8915-E

コマンドの処理を中断します。
（O）
ディレクトリに対する実行ユーザーの書き込み権限を
見直してから，再度資料採取ツールを実行してくださ
い。

KAVB8908-W
The directory (ディレクトリパス) used by the physical
host does not exist.

スを停止するなどしてメモリー空き容量を増やしたあ
と，再度資料採取ツールを実行してください。

KAVB8912-W
An attempt to acquire the Windows event log (イベントロ
グの種類) has failed.
Windows イベントログの採取に失敗しました。
イベントログの種類：System または Application
（S）

物理ホストで使用しているディレクトリが存在しません。
（ S）
ディレクトリパス以下の資料は採取せず，処理を継続
します。
（O）
ディレクトリパスが一時的に未接続になっていないか
確認してください。

KAVB8909-E
コマンド名 does not exist.
コマンドが存在しません。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドが削除されていないか確認してください。コ
マンドが存在しない場合，JP1/IM - Manager をイン

コマンドの処理を継続します。
（O）
イベントビューアーを使用して Windows イベントロ
グを手動で採取してください。

KAVB8913-E
The specified file cannot be read (ファイル名).
指定したファイル名は読み込むことができません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
指定したファイルに対する読み込み権限があるかどう
か確認し，再度資料採取ツールを実行してください。

KAVB8914-E
The specified file does not exist (ファイル名).

ストールし直してください。
指定したファイルは存在しません。

KAVB8910-E
There is not enough free disk space to execute the
command.

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）

コマンドの実行に必要なディスク容量が不足しています。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディスクの空き容量を確認し，不要なファイルは削除
するなどして空き容量を増やしたあと，再度資料採取
ツールを実行してください。
なお，途中まで採取した資料は残ったままですので，
削除してください。

存在するファイルを指定して，再度資料採取ツールを
実行してください。

KAVB8915-E
The specified directory has the same name as an existing
file (ファイル名).
指定した資料格納ディレクトリと同じ名称のファイル (
ファイル名 ) がすでに存在します。
（S）

KAVB8911-E
There is not enough memory to execute the command.
コマンドの実行に必要なメモリーが不足しています。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
システムの空きメモリー容量を確認し，不要なプロセ
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コマンドの処理を中断します。
（O）
別のディレクトリを指定するか，同じ名称のファイル
を削除してから，再度資料採取ツールを実行してくだ
さい。

KAVB8916-E 〜 KAVB8925-I

KAVB8916-E
A write operation cannot be performed for the specified
directory (ディレクトリ名).
指定した資料格納ディレクトリには書き込みできません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
別のディレクトリを指定するか，指定ディレクトリの
上位のディレクトリに対する実行ユーザーの書き込み
権限を確認してから，再度資料採取ツールを実行して
ください。

（S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8921-I
情報 will be acquired.
情報の資料を採取することを通知する情報メッセージで
す。
（S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8922-I
情報 has been acquired.

KAVB8917-E
An attempt to create the directory (ディレクトリ名) has
failed.

情報の資料が採取されたことを通知する情報メッセージで
す。
（S）

ディレクトリの作成に失敗しました。
（S ）
コマンドの処理を中断します。
（O）
別のディレクトリを指定するか，指定ディレクトリの
上位のディレクトリに対する実行ユーザーの書き込み
権限を確認してから，再度資料採取ツールを実行して
ください。

コマンドの処理を継続します。

KAVB8923-W
情報 could not be acquired.
情報の資料が採取されなかったことを通知する警告メッ
セージです。
（S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8918-I
The data was successfully acquired.
資料が正常に採取されたことを通知する情報メッセージで
す。
（S ）
コマンドを終了します。

KAVB8919-E
Some of the data could not be acquired.
一部の資料が採取できませんでした。このメッセージは実
行中に出力されたメッセージのあとに出力されます。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
実行中に出力されたメッセージの対処方法に従って，
対処してください。

KAVB8920-I

（O）
jim_log_result.log のリストを参照して，採取
元の資料が存在する場合，採取できなかった資料を手
動で採取してください。

KAVB8924-I
The directory already exists. (ディレクトリ名)
The directory will be re-created.
ディレクトリ名がすでに存在します。ディレクトリを再作
成します。
（S）
Windows の場合：応答に答えた場合ディレクトリを
削除し処理を継続します。
UNIX の場合：処理を継続します。
（O）
Windows の場合：処理を続行する場合，何かのキー
を押してください。処理を中断したい場合，［CTRL］
+［C］を押してください。
UNIX の場合：なし

Deletion of the core dump file (ダンプファイル名) has
finished.

KAVB8925-I

コアダンプファイル ( ダンプファイル名 ) の削除が完了し

The directory does not exist. (ディレクトリ名) The
directory will be created.

ました。
ディレクトリ名が存在しません。ディレクトリを作成しま
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KAVB8926-I 〜 KAVB8934-I

す。
（ S）
Windows の場合：応答に答えた場合ディレクトリを
作成し処理を継続します。
UNIX の場合：処理を継続します。

てください。別のプロセスが使用中でないことを確認
するか，別のディレクトリを指定して，再度資料採取
ツールを実行してください。

KAVB8931-W
コマンド名 does not exist.

（O）
Windows の場合：処理を続行する場合，何かのキー
を押してください。処理を中断したい場合，［CTRL］
+［C］を押してください。
UNIX の場合：なし

KAVB8926-I
Data acquisition processing will start.
資料採取を開始します。
（ S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8927-I
Execution of the コマンド名 command will start.
コマンドの実行を開始します。
（ S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8928-I
コマンド名 execution is ended. (ERRORLEVEL=エラー
レベル)
コマンドの実行が終了しました。
ERRORLEVEL: コマンドのリターンコード
（ S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8929-I
情報 will be acquired. Please wait.

コマンドが存在しません。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
コマンドが削除されていないか確認してください。コ
マンドが存在しない場合，JP1/IM - Manager をイン
ストールし直してください。

KAVB8932-E
コマンド名 does not exist.
コマンドが存在しません。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドが削除されていないか確認してください。コ
マンドが存在しない場合，JP1/Base，JP1/IM Manager をインストールし直してください。

KAVB8933-E
An attempt to access the registry for(情報) has failed.(詳
細情報)
情報のレジストリのアクセスに失敗しました。
詳細情報：RegOpenKeyEx/RegEnumKeyEx 関数に渡し
た引数とリターンコード。
（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
システム管理者に連絡してください。

情報を採取しています。しばらくお待ちください。
（ S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8930-E
An attempt to delete the directory (ディレクトリ名) has
failed.
ディレクトリの削除に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
ディレクトリを別のプロセスが使用中でないか確認し
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KAVB8934-I
The following logical host(s) exist on this machine:
論理ホスト名
To acquire information about a logical host, execute "コマ
ンド名 -f output-directory-name -h logical-hostname".
このマシンには以下の論理ホストが存在します。
コマンド名 -h 論理ホスト名 を実行し論理ホストの情報を
採取してください。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
コマンド名 -h 論理ホスト名 を実行し論理ホストの

KAVB8935-I 〜 KAVB8943-E

情報を採取してください。

KAVB8935-I
The following logical host(s) exist on this machine:
論理ホスト名
To acquire information about a logical host, execute "コマ
ンド名-f output-directory-name -h logical-hostname".

（S）
コマンドの処理を中断します。
（O）
コマンドの権限を確認してください。

KAVB8940-I
Deletion of the thread dump file has finished.

このマシンには以下の論理ホストが存在します。
コマンド名 -h 論理ホスト名 を実行し論理ホストの情報を
採取してください。
（S ）
コマンドの処理を続行します。
（O）
コマンド名 -h 論理ホスト名 を実行し論理ホストの
情報を採取してください。

KAVB8936-W
An attempt to create the directory (ディレクトリ名) has
failed.
ディレクトリの作成に失敗しました。
（S ）
コマンドの処理を続行します。
（O）
指定ディレクトリの上位のディレクトリに対する実行
ユーザーの書き込み権限を確認してから，再度資料採
取ツールを実行してください。

KAVB8937-W
An attempt to execute コマンド has failed. (rc=詳細情報)
コマンドの実行に失敗しました。
詳細情報：コマンドのリターンコード。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
直前に出力されたメッセージに従って，対処してくだ
さい。

スレッドダンプファイルの削除が完了しました。
（S）
コマンドの処理を継続します。

KAVB8941-I
Do you want to delete all the core dump files below the
directory ディレクトリ名? [yes/no]
ディレクトリ名に示すディレクトリ配下のコアダンプファ
イルを削除するかどうかを確認するメッセージです。
（S）
応答に yes または y を答えた場合，コアダンプファ
イルを削除しコマンドの処理を終了します。
応答に no または n を答えた場合，コアダンプファイ
ルを削除せずにコマンドの処理を終了します。
（O）
コアダンプファイルを削除する場合，yes または y を
入力してください。
コアダンプファイルを削除しない場合，no または n
を入力してください。

KAVB8942-I
Do you want to delete all the thread dump files below the
directory ディレクトリ名? [yes/no]
ディレクトリ名に示すディレクトリ配下のスレッドダンプ
ファイルを削除するかどうかを確認するメッセージです。
（S）
応答に yes または y を答えた場合，スレッドダンプ
ファイルを削除しコマンドの処理を終了します。
応答に no または n を答えた場合，スレッドダンプ
ファイルを削除せずにコマンドの処理を終了します。

KAVB8938-I
Execution of コマンド was successful.

（O）
スレッドダンプファイルを削除する場合，yes または
y を入力してください。

コマンドの実行に成功しました。
（S ）
コマンドの処理を続行します。

KAVB8939-E
The user does not have execution permission for the
command (コマンド名).

スレッドダンプファイルを削除しない場合，no また
は n を入力してください。

KAVB8943-E
A write operation cannot be performed because a file
with the same name (ファイル名) already exists.
同じファイルが存在するため書き込みできません。

コマンドに実行権限がありません。
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KAVB8944-I 〜 KAVB9032-E

（ S）
ファイルを作成せずに処理を続行します。
（O）
ファイル書き込み権限を確認してください。ファイル
が不要であればファイルを削除したあと，再度資料採
取ツールを実行してください。

KAVB8944-I
ファイル名 already exists. Do you want to overwrite it?
[yes/no]

てください。
スレッドダンプファイルを削除しない場合，n を入力
してください。

KAVB8947-E
Execute the command from the administrator console.
このコマンドは管理者コンソール上で実行する必要があり
ます。
（S）
コマンドの処理を終了します。

すでにファイルが存在します。上書きしますか。
（ S）
応答に yes または y を答えた場合，ファイル上書き
しコマンドの処理を続行します。
応答に no または n を答えた場合，ファイルを上書き
せずにコマンドの処理を続行します。

（O）
管理者コンソール上でコマンドを再実行してくださ
い。

5.5.9

（O）
ファイルを上書きする場合，yes または y を入力して
ください。
ファイルを上書きしない場合，no または n を入力し
てください。

KAVB8945-I
Is the device (デバイス名) ready? [yes/no]
デバイスは準備できていますか。
（ S）
応答に yes または y を答えた場合，デバイスに対し
て資料採取を行い，コマンドの処理を続行します。
応答に no または n を答えた場合，デバイスに対して
資料採取を行わずにコマンドの処理を続行します。
（O）
デバイスに対して資料採取を行う場合，yes または y

インストールおよび
セットアップに関す
るメッセージ
（KAVB9001 〜
KAVB9999）

KAVB9032-E
An attempt to switch the action information file has
failed. (code = 保守コード)
アクション情報ファイルの移行に失敗しました。保守コー
ド：保守コード
アクション情報ファイルの移行に失敗しました。
（S）
インストールを続行します。
（O）

を入力してください。
デバイスに対して資料採取を行わない場合，no また

保守コードを基に対処してください。
• 保守コード：2

は n を入力してください。

エラー内容：移行処理中に失敗しました。
対処方法 ：資料採取ツールで資料を採取後に，シ
ステム管理者に連絡してください。その際，保守
コードもあわせて連絡してください。
• 保守コード：3

KAVB8946-I
Do you want to delete all the thread dump files below the
directory ディレクトリ名? [y/n]
ディレクトリ名に示すディレクトリ配下のスレッドダンプ
ファイルを削除するかどうかを確認するメッセージです。
（ S）
応答に y を答えた場合，スレッドダンプファイルを
削除しコマンドの処理を終了します。
応答に n を答えた場合，スレッドダンプファイルを
削除せずにコマンドの処理を終了します。
（O）
スレッドダンプファイルを削除する場合，y を入力し
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エラー内容：入出力エラー
対処方法 ：資料採取ツールで資料を採取後に，シ
ステム管理者に連絡してください。その際，保守
コードもあわせて連絡してください。
• 保守コード：4
エラー内容：メモリーエラー
対処方法 ：インストール完了後，またはクラスタ
バージョンアップ完了後に，使用していないアプリ
ケーションを停止してください。その後，再度イン
ストール，またはクラスタバージョンアップを実施
してください。

KAVB9033-I 〜 KAVB9051-I

KAVB9033-I
The switch of the action information file has finished.
アクション情報ファイルの移行が完了しました。
（S ）

ンストールを再実行してください。

KAVB9038-E
An attempt to register common definition information
has failed.
共通定義情報の登録に失敗しました

インストールを続行します。

KAVB9034-E

インシデント登録環境定義ファイルに記載されている共通
定義情報の登録に失敗しました。

An attempt to change the permission for the file [ファイ
ル名] has failed.

（S）

ファイル［ファイル名］権限の変更に失敗しました。

（O）

（S）
セットアップおよびインストールを中断します。

処理を続行します。

• インストール時に発生した場合
インストール終了後，jbsgetcnf コマンドを使用
して物理ホストの共通定義情報に下記項目が登録さ
れているか確認してください。
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN

（O）
次のことを確認してください。
1. JP1/IM - Manager が起動していないか。

] 以下

2. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分に確
保されているか。

・OPERATION_LOG_SIZE

上記原因の対処をしたあと，JP1/IM - Manager の

[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN

セットアップ，およびインストールを再実行してくだ
さい。

・PDNAMEPORT

・OPERATION_LOG_NUM
¥DBMS] 以下
共通定義情報を確認後，共通定義情報が登録されて
いない場合，jbssetcnf コマンドを使用してイン

KAVB9035-E

シデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf.update）の内容を設定してくだ

An attempt to copy the file [ファイル名] has failed.
ファイル［ファイル名］のコピーに失敗しました。
（S）
セットアップおよびインストールを中断します。
（O）

さい。
• クラスタバージョンアップコマンド実行時に発生し
た場合
再度クラスタバージョンアップコマンドを実行して
ください。再度実行しても同じメッセージが出力さ
れる場合は，JP1/Base と JP1/IM の資料を採取し

次のことを確認してください。
1. JP1/IM - Manager が起動していないか。
2. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分に確
保されているか。
上記原因の対処をしたあと，JP1/IM - Manager の
セットアップ，およびインストールを再実行してくだ
さい。

KAVB9036-E
The file [ファイル名] does not exist.

て，システム管理者に連絡してください。

KAVB9039-I
Common definition information was registered.
共通定義情報を登録しました
インシデント登録環境定義ファイルに記載されている共通
定義情報を登録しました。
（S）
処理を続行します。

［ファイル名］のファイルが存在しません。

KAVB9051-I

（S ）

The JP1/IM-Console setup will now start.

セットアップおよびインストールを中断します。
（O）
次のことを確認してください。
1.［ファイル名］のファイルが存在するか。
2. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分に確
保されているか。

JP1/IM - Manager のセットアップを開始します。
（S）
JP1/IM - Manager のセットアップを開始します。

上記原因の対処をしたあと，JP1/IM - Manager のイ
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KAVB9053-I 〜 KAVB9075-E

KAVB9053-I

KAVB9064-I

The file [ファイル名] was relocated.

JP1/IM-Console setup has completed.

定義ファイル［ファイル名］を配置しました。

JP1/IM - Manager のセットアップが完了しました。

（ S）

（S）
JP1/IM - Manager のセットアップが完了しました。

定義ファイル［ファイル名］を配置しました。

KAVB9054-E

KAVB9072-I

'/opt/jp1base/bin/jbssetcnf' could not be executed.

JP1/IM-Console Cluster environment setup will now
start.

/opt/jp1base/bin/jbssetcnf コマンドを実行できま
せん。
（ S）
セットアップを中断します。
（O）
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf コマンドを実行で
きるか確認してください。
ファイル自体が存在しない場合は，JP1/Base を再イ
ンストールしてから，再セットアップしてください。
/opt/jp1base/bin/jbssetcnf コマンドが実行可
能であることを確認後，JP1/IM - Manager のセット
アップを再実行してください。

KAVB9056-I
[ファイル名] was registered to the common definition.

JP1/IM - Manager クラスタ環境セットアップを開始しま
す。
（S）
JP1/IM - Manager クラスタ環境セットアップを開始
します。

KAVB9073-I
The logical host setup processing will now start.
論理ホストの設定処理を開始します。
（S）
論理ホストの設定処理を開始します。

KAVB9074-E

［ファイル名］を共通定義に登録しました。

An attempt to get the configuration data of the physical
host failed.

（ S）

物理ホストの共通定義情報採取に失敗しました。

［ファイル名］を共通定義に登録しました。

KAVB9057-E
[ファイル名] could not be registered to the common
definition.
［ファイル名］を共通定義に登録できませんでした。
（ S）
セットアップを中断します。
（O）
［ファイル名］の内容を確認後，JP1/IM - Manager
のセットアップを再実行してください。
［ファイル名］の内容に誤りがない場合は，JP1/Base
を再インストールしてから，再セットアップしてくだ
さい。

KAVB9059-I
The registration of the common definition data has
completed.
共通定義情報の登録が完了しました。

（S）
クラスタセットアップを中断します。
（O）
共有ディスクにアクセスできるか確認してください。
jbsgetcnf コマンドを実行できるか確認してくださ
い。
ファイル自体が存在しない場合は，JP1/Base を再イ
ンストールしてから，再セットアップしてください。
jbsgetcnf コマンドが実行可能であることを確認
後，JP1/IM - Manager のクラスタセットアップを再
実行してください。

KAVB9075-E
The configuration data could not be registered.
共通定義情報を登録できませんでした。
（S）
セットアップを中断します。
（O）
jbssetcnf コマンドを実行できるか確認してくださ
い。
ファイル自体が存在しない場合は，JP1/Base を再イ
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KAVB9076-I 〜 KAVB9105-E

ンストールしてから，再セットアップしてください。
jbssetcnf コマンドが実行可能であることを確認

後，JP1/IM - Manager のクラスタセットアップを再

後，JP1/IM - Manager のクラスタセットアップを再

実行してください。

jbsgetcnf コマンドが実行可能であることを確認

実行してください。

KAVB9101-I
KAVB9076-I
The configuration files of the physical host will now be
copied to the shared disk.

The upgrading of the logical host environment will now
start.
論理ホスト環境のバージョンアップを開始します。

物理ホストの定義ファイルを共有ディスクにコピーしま
す。

（S）
論理ホスト環境のバージョンアップを開始します。

KAVB9077-E
The folder [共有ディスク]/jp1cons/conf could not be
created on the shared disk.
共有ディスクにフォルダを作成できませんでした。
（S ）
クラスタセットアップを中断します。

KAVB9102-I
The upgrading of the logical host environment has
finished.
論理ホスト環境のバージョンアップが完了しました。
（S）
処理を終了します。

（O）
共有ディスクにアクセスできるか確認してください。
共有ディスクにアクセスできることを確認後，JP1/

KAVB9103-E
A specified argument is invalid.

IM - Manager のクラスタセットアップを再実行して
ください。

KAVB9078-I
The IP address will now be bound to the TCP/IP socket.

指定した引数が正しくありません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）

TCP/IP ソケットに IP アドレスをバインドします。
（S）
TCP/IP ソケットに IP アドレスをバインドします。

KAVB9079-I
The acquisition of the shared disk name will now start.
共有ディスクの名称を取得する処理を開始します。
（S ）
共有ディスク名称取得処理を開始します。

KAVB9080-E
An attempt to get the [論理ホスト] configuration data
failed.

正しい引数を指定して，再度実行してください。

KAVB9104-E
A specified logical host name is invalid.
指定した論理ホスト名が正しくありません。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
正しい論理ホスト名を指定して，再度実行してくださ
い。

KAVB9105-E
An attempt to upgrade the logical host environment has
failed.

共通定義情報採取に失敗しました。
（S ）
クラスタセットアップを中断します。
（O）
共有ディスクにアクセスできるか確認してください。
jbsgetcnf コマンドを実行できるか確認してくださ
い。
ファイル自体が存在しない場合は，JP1/Base を再イ

論理ホスト環境のバージョンアップに失敗しました。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
直前に表示されるメッセージに従って対処してくださ
い。

ンストールしてから，再セットアップしてください。
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KAVB9106-E 〜 KAVB9110-E

KAVB9106-E
The file "ファイル名" could not be copied.
ファイル（フォルダまたはディレクトリを含む）のコピー
に失敗しました。
（ S）
処理を打ち切ります。
（O）

次のことを確認して，再度実行してください。
1. JP1/IM - Manager が起動していないか。
2. 共有ディスクにアクセスできるか。
3. 共有ディスクに対して書き込み権限があるか
4. ほかのアプリケーションが JP1/IM のファイルを
使用していないか。
5. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分確保
されているか
6. Administrators 権限（Windows の場合）または
スーパーユーザー権限（UNIX の場合）で実行し

次のことを確認して，再度実行してください。
1. JP1/IM - Manager が起動していないか。
2. 共有ディスクにアクセスできるか。
3. 共有ディスクに対して書き込み権限があるか
4. ほかのアプリケーションが JP1/IM のファイルを
使用していないか
5. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分確保
されているか
6. Administrators 権限（Windows の場合）または
スーパーユーザー権限（UNIX の場合）で実行し
ているか

ているか。

KAVB9109-E
The system environment could not be set. (詳細コード)
次の要因で，システム環境の設定に失敗しました。
• 詳細コードが 900011000 の場合，設定ファイル
（Windows：Console パス ¥conf¥jp1co_spmd.conf，
UNIX：/etc/opt/jp1cons/conf/
jp1co_spmd.conf）が読み込めなかった。
• 詳細コードが 900011001 の場合，設定ファイル

KAVB9107-E
The file "ファイル名" could not be created.

（Windows：Console パス ¥conf¥jp1co_spmd.conf，
UNIX：/etc/opt/jp1cons/conf/
jp1co_spmd.conf）のオプション指定に誤りがあっ

ファイル（フォルダまたはディレクトリを含む）の作成に
失敗しました。

た。
• 詳細コードが 900011002 の場合，jcoimdef コマンド
が実行できなかった。

（ S）
処理を打ち切ります。

（S）
処理を打ち切ります。

（O）
次のことを確認して，再度実行してください。
1. JP1/IM - Manager が起動していないか。
2. 共有ディスクにアクセスできるか。
3. 共有ディスクに対して書き込み権限があるか。
4. ほかのアプリケーションが JP1/IM のファイルを
使用していないか。
5. 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分確保
されているか。
6. Administrators 権限（Windows の場合）または
スーパーユーザー権限（UNIX の場合）で実行し
ているか。

（O）
詳細コードが 900011000 または 900011002 の場
合，次のことを確認して，再度実行してください。
• JP1/IM - Manager が起動していないか。
• 共有ディスクにアクセスできるか。
• 共有ディスクに対して書き込み権限があるか。
• ほかのアプリケーションが JP1/IM のファイルを使
用していないか。
• 空きディスク容量，空きメモリー容量が十分確保さ
れているか。
• Administrators 権限（Windows の場合）または
スーパーユーザー権限（UNIX の場合）で実行して

KAVB9108-E
The configuration definition "共通定義ファイル名" could
not be registered. (詳細コード)

いるか。
詳細コードが 900011001 の場合，設定ファイル
（Windows：Console パス
¥conf¥jp1co_spmd.conf，UNIX：/etc/opt/

次の要因で，共通定義の反映に失敗しました。
• 詳細コードが 900012000 の場合，共通定義ファイルが
読み込めなかった。
• 詳細コードが 900012002 の場合，jbssetcnf コマン
ドが実行できなかった。

jp1cons/conf/jp1co_spmd.conf）のオプション
を確認して，再度実行してください。

KAVB9110-E
Insufficient memory has occurred.

（ S）
処理を打ち切ります。
（O）
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メモリー不足が発生しました。
（S）

KAVB9111-E 〜 KAVB9116-W

削除する。
2. 共有フォルダ ¥jp1cons¥tmp¥conf¥ を共有

処理を打ち切ります。
（O）
ほかのアプリケーションを終了するなど，メモリーを
十分に確保して再度実行してください。

フォルダ ¥jp1cons¥conf¥ に移動する。
• UNIX の場合：
1. 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/ をディレ
クトリごと削除する。
2. 共有ディレクトリ /jp1cons/tmp/conf/ を共

KAVB9111-E
An attempt to restore the logical host environment has
failed.
エラーが発生したため処理を中断して，元の論理ホスト環
境を復元しようとしましたが，復元処理に失敗しました。
（S ）
処理を打ち切ります。
（O）
• Windows の場合：
バックアップされたファイルが，共有フォルダ
¥jp1cons¥tmp¥conf¥ フォルダにあることを確認
してから，次の操作を行ってください。
1. 共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥をフォルダごと
削除する。
2. 共有フォルダ ¥jp1cons¥tmp¥conf¥ を共有
フォルダ ¥jp1cons¥conf¥ に移動する。
3. 同時に発生しているエラーの原因を取り除いた
後，再度実行する。
• UNIX の場合：
バックアップされたファイルに共有ディレクトリ /
jp1cons/tmp/conf/ があることを確認してから，
次の操作を行ってください。
1. 共有ディレクトリ /jp1cons/conf/ をディレ
クトリごと削除する。
2. 共有ディレクトリ /jp1cons/tmp/conf/ を共
有ディレクトリ /jp1cons/conf/ に移動する。
3. 同時に発生しているエラーの原因を取り除いた
後，再度実行してください。

KAVB9112-E
Only one jp1cohaverup command can be executed at one
time. Alternatively, a backup file remains from the last
execution time.
クラスタ環境移行コマンドを実行しています。または，前
回，クラスタ環境移行コマンドの実行を途中で中断したた
め，バックアップファイルが残っています。
（S ）

有ディレクトリ /jp1cons/conf/ に移動する。

KAVB9113-E
Failed to acquire information about the host that was
specified by the common definition information [キー値].
共通定義情報で指定しているホスト（キー値）の情報取得
に失敗しました。
表示されるキー値は次のとおりです。
1. ¥¥JP1DEFAULT¥CONSOLE_MANAGER¥CONF_DIR
2. ¥¥ ホスト名 ¥CONSOLE_MANAGER¥CONF_DIR
3. ¥¥ ホスト名 ¥CONSOLE_MANAGER¥JP1CONS_WORK
PATH
4. ¥¥ ホスト名 ¥CONSOLE_MANAGER¥JP1CONS_LOGDIR
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB9114-E
Failed to acquire the installation path from the registry [
製品名].
レジストリからインストールパスの取得に失敗しました。
（S）
処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAVB9115-E
No permission for execution.
コマンドを実行する権限がありません。
（S）

処理を打ち切ります。
（O）

処理を打ち切ります。
（O）

クラスタ環境移行コマンドは複数同時に実行できませ
ん。クラスタ環境移行コマンドを実行している場合，
処理が終了してから再度実行してください。
前回のバックアップファイルが残っている場合，次の
操作を行い，再度実行してください。
• Windows の場合：
1. 共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥をフォルダごと

Administrators などの実行権限を持ったユーザーで
ログインし直して，再度実行してください。

KAVB9116-W
Failed to delete the temporary file created during
processing. (ファイル名)
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KAVB9117-I 〜 KAVB9901-W

移行処理のために作成した一時ファイルが削除できません
でした。
（ S）
処理を継続します。

い。

KAVB9121-I
The switch of the extended startup process definition file
has finished.

（O）
表示されたファイルを削除してください。

KAVB9117-I
An attempt to restore the logical host environment will
now start.
環境の復元処理を開始します。
（ S）
環境の復元処理を開始します。

KAVB9118-I
An attempt to restore the logical host environment has
finished.
環境の復元処理を終了します。
（ S）
環境の復元処理を終了します。

KAVB9119-E
An attempt to switch the extended startup process
definition file has failed. (code = code)
拡張起動プロセス定義ファイルの移行に失敗しました。
（ S）

拡張起動プロセス定義ファイルの移行が完了しました
（S）
処理を終了します。

KAVB9201-I
The service dependencies were successfully changed.
サービスの依存関係の変更に成功しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAVB9202-E
An attempt to change the service dependencies has
failed. (details = 詳細情報)
サービスの依存関係の変更に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
表示される詳細情報に従って，次の点を確認してくだ
さい。
• 詳細情報：You do not have the required execution
permissions.
対処方法：実行権限がありません。
Administrators 権限があるユーザーでコマンドを

処理を継続します。
（O）
保守コードを確認し，上書きインストールを再度実行
してください。

再実行してください。
• 詳細情報：The service does not exist.
対処方法：JP1/Console サービスが登録されていま
せん。JP1/Console サービスが登録されているか確

KAVB9120-E
An attempt to switch the extended startup process
definition file has failed. Installation will continue using
the pre-installation settings file.Please re-install 製品名,
using an overwrite installation. (code = 保守コード)
拡張起動プロセス定義ファイルの移行に失敗しました。イ
ンストール前の設定ファイルでインストールを続行しま
す。再度,製品名を上書きインストールしてください。保
守コード=保守コード
拡張起動プロセス定義ファイルの作成に失敗しました。
ファイルを既存のファイルに復元し，処理を継続します。
（ S）
ファイルの作成に失敗しました。既存のファイルに復
元し，処理を継続します。
（O）
拡張起動プロセス定義ファイルの属性が読み取り属性
でないか確認し，再度インストールを実行してくださ
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認し，再度実行してください。
JP1/Console サービスが登録されていない場合，
JP1/IM - Manager を再インストールしてくださ
い。
• 詳細情報：その他
対処方法：資料採取ツールで資料を採取し，表示さ
れた詳細情報をシステム管理者に連絡してくださ
い。

KAVB9901-W
このプラットフォームは未サポートです。インストールを
中断しますか？
処理を中断してよいかの確認です。
（S）
［はい］ボタンを押すと，処理を中断します。［いい
え］ボタンを押すと，処理を続行します。
（O）

KAVB9902-E 〜 KAVB9914-E

サポートしている OS にインストールしてください。

KAVB9902-E
このプラットフォームは未サポートです。インストールを
中断します。
このプラットフォームは未サポートです。
（S ）
処理を中断します。
（O）
サポート OS にインストールしてください。

KAVB9903-E
ログインアカウントはインストールするために必要な権限
を持っていません。
管理者アカウントを使用してください。
ログインアカウントはインストールするために必要な権限
を持っていません。

KAVB9907-E
製品名 バージョン のアンインストールに失敗しました。
製品名 バージョン のアンインストールに失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
移行時のリカバリー手順に従い，対処してください。

KAVB9908-E
サービスの停止に失敗しました。
サービスの停止に失敗しました。
（S）
処理を中断します
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
してください。

（S ）
処理を中断します。
（O）
管理者アカウントを使用してインストールしてくださ
い。

KAVB9904-E
JP1/Base V8がインストールされていません。インストー
ルを中断します。
バージョン 8 の JP1/Base がインストールされていませ
ん。

KAVB9910-E
ファイルのコピーに失敗しました。
ファイルのコピーに失敗しました。
（S）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
してください。

KAVB9911-W

（S ）
処理を中断します。
（O）
バージョン 8 の JP1/Base をインストールしてくださ
い。

KAVB9906-W
インストール先として指定されたパスが不正です。
固定ディスクを指定してください。
インストール先として指定されたパスが不正です。
（S ）
処理を続行します。
（O）
インストール先として指定できるドライブは固定ディ
スクだけです。指定したパスを確認してから，再度正
しいインストールパスを指定してください。

ファイルの削除に失敗しました。
インストール完了後に以下のファイルを削除してくださ
い。
削除に失敗したファイル : ファイル名
ファイルの削除に失敗しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
インストール完了後に，削除に失敗したファイルを削
除してください。

KAVB9914-E
インストールに必要な情報が不足しているためインストー
ルを中断します。
インストールに必要な情報が不足しています。
（S）
処理を中断します。
（O）
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KAVB9915-E 〜 KAVB9925-E

不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
してください。

KAVB9915-E
レジストリに情報を設定できませんでした。

KAVB9919-E
サービス(サービス名)が起動しているため，処理を中断し
ます。
サービス ( サービス名 ) が起動しているため，処理を中断
します。

レジストリーに情報を設定できませんでした。
（ S）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
してください。

KAVB9916-W
SERVICESファイルへサービスの登録に失敗しました。
登録に失敗したサービス : サービス名 ポート番号/プロト
コル

（S）
処理を中断します。
（O）
サービス名に示されたサービスを停止後，再度インス
トールを実行してください。

KAVB9920-E
共通定義情報の登録に失敗したため，製品名 バージョン
の移行に失敗しました。
共通定義情報の登録に失敗したため，製品名 バージョン
の移行に失敗しました。

services ファイルへのサービスの登録に失敗しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
インストール完了後に，ダイアログに表示された登録
に失敗したサービスを services ファイルに登録し
てください。

（S）
処理を中断します。
（O）
移行時のリカバリー手順に従い，対処してください。

KAVB9924-E

KAVB9917-W

不要なファイルの削除処理に失敗しました。インストール
を終了します。
エラーコード：エラーコード

環境変数Pathの設定に失敗しました。
登録に失敗した値 : パス名

不要なファイルの削除処理に失敗しました。

環境変数 Path の設定に失敗しました。
（ S）
処理を続行します。
（O）
インストール完了後に，ダイアログに表示された登録
に失敗した値を環境変数 Path に登録してください。

KAVB9918-W
設定されている論理ホスト名の取得に失敗しました。
論理ホストのサービス(JP1Console_論理ホスト名)が
停止していることを確認して処理を続行してください。
処理を続行しますか？

（S）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
を実行してください

KAVB9925-E
インストールに必要なファイルが見つかりません。
インストールに必要なファイルが見つかりません。
（S）
処理を中断します。
（O）

設定されている論理ホスト名の取得に失敗しました。
（ S）
［はい］ボタンを押すと，処理を続行します。
［いいえ］ボタンを押すと，処理を中断します。
（O）
論理ホストのサービス (JP1Console_ 論理ホスト名 )
が起動している場合は，サービスを停止後，処理を続
行してください。
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資料を採取して，システム管理者に連絡してくださ
い。

KAVB9926-E 〜 KAVB9951-E

KAVB9926-E

製品名 バージョンのインストール先が，固定ディスクで

JP1/Integrated Manager - Central Console がアンインス
トールされています。
JP1/Integrated Manager - Central Scope をアンインス
トールした後，
再度インストールを実行してください。

はありません。

JP1/Integrated Manager - Central Console がアンインス

（S）
処理を中断します。
（O）
製品名に示された製品が正しくインストールされてい
ることを確認してください。

トールされています。
（S ）
処理を中断します。
（O）
JP1/Integrated Manager - Central Scope をアンイン
ストールしたあと，再度インストールしてください。

KAVB9936-E
共通定義情報の登録に失敗しました。
共通定義情報の登録に失敗しました。
（S）
処理を中断します。

KAVB9927-E
サービスの登録に失敗しました。

（O）
JP1/Base が正しくインストールされていることを確
認してください。

サービスの登録に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
コンピュータを再起動したあと，再度インストールし
てください。

KAVB9928-E
ファイルの作成に失敗しました。
ファイルの作成に失敗しました。
（S ）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
してください。

KAVB9934-W

KAVB9937-W
インストール先として指定されたディスクには十分な空き
容量がありません。
他のディスクを指定してください。
インストール先として指定されたディスクには十分な空き
容量がありません。
（S）
処理を続行します。
（O）
空き容量が十分にあるドライブを選択してください。

KAVB9950-E
日立トレースライブラリのインストールに失敗しました。
JP1/IM-Viewのインストーラ終了後に
再度JP1/IM-Viewのインストールを実行してください。
日立トレースライブラリのインストールに失敗しました。

環境変数Pathの削除に失敗しました。
削除に失敗した値 : パス名

（S）

環境変数 Path の削除に失敗しました。

（O）

（S ）

処理を中断します。

インストール処理終了後，再度 JP1/IM - View のイン
ストールを実行してください。

処理を続行します。
（O）

KAVB9951-E

インストール完了後に，ダイアログに表示された削除
に失敗した値を環境変数 Path から削除してくださ

定義ファイル格納フォルダの退避に失敗しました。

い。

定義ファイル格納フォルダの退避に失敗しました。

KAVB9935-E
製品名 バージョン のインストール先が
固定ディスクではないため，インストールできません。

（S）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
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KAVB9952-E 〜 KAVB9991-E

を実行してください。

KAVB9952-E
統合機能メニューのイメージファイルの退避に失敗しまし
た。
統合機能メニューのイメージファイルの退避に失敗しまし
た。
（ S）
処理を中断します。
（O）
不要なサービスを停止させたあと，再度インストール
を実行してください。

KAVB9953-E
定義ファイル格納フォルダの復帰に失敗しました。
定義ファイル格納フォルダの復帰に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
（O）
移行時のリカバリ手順に従い，対処してください。

KAVB9954-E
統合機能メニューのイメージファイルの復帰に失敗しまし
た。
統合機能メニューのイメージファイルの復帰に失敗しまし
た。
（ S）
処理を中断します。
（O）
移行時のリカバリ手順に従い，対処してください。

KAVB9955-E
レジストリから情報を取得できませんでした。
レジストリから情報を取得できませんでした。
（ S）
処理を中断します。
（O）
不要なアプリケーションを停止させたあと，再度イン
ストールを実行してください。

KAVB9956-E
アクセス権限の追加に失敗しました。

（O）
不要なアプリケーションを停止させたあと，再度イン
ストールを実行してください。

KAVB9958-W
共通定義情報の登録に失敗しました。ファイル名：ファイ
ル名
共通定義情報の登録に失敗しました。
（S）
処理を継続します。
（O）
インストール完了後に，次のコマンドを実行してくだ
さい。
jbssetcnf.exe ファイル名

KAVB9959-E
ログインアカウントはインストールまたはアンインストー
ルするために必要な権限を持っていません。管理者アカウ
ントを使用してください。
ログインアカウントは，インストールまたはアンインス
トールするために必要な権限を持っていません。
（S）
処理を中断します。
（O）
管理者アカウントを使用してインストールまたはアン
インストールしてください。

KAVB9990-E
メモリが不足しています。
不要なアプリケーションを停止後，再度インストールして
ください。
メモリーが不足しています。
（S）
処理を中断します。
（O）
不要なアプリケーションを停止したあと，再度インス
トールしてください。

KAVB9991-E
内部エラーが発生しました。
資料を採取してシステム管理者に連絡してください。
内部エラーが発生しました。
（S）
処理を中断します。

アクセス権限の追加に失敗しました。
（ S）
処理を中断します。
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（O）
資料を採取して，システム管理者に連絡してくださ
い。

KAVB9998-E 〜 KAJV0005-E

KAVB9998-E
操作に誤りがある可能性があります。HCD_INST.EXEよ
りインストールを行ってください。
操作に誤りがある可能性があります。
（S ）

メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）

処理を中断します。
（O）
HCD_INST.EXE からインストールしてください。

KAVB9999-E
コード 9999
媒体不良の可能性があります。購入元にご連絡ください。
媒体不良の可能性があります。
（S ）
処理を中断します。

共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV0003-E
A value (設定値) set for common definition information (
共通定義) is invalid. The default value (デフォルト値) will
be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（S）

（O）
購入元にご連絡ください。

5.5.10

インシデント登録
サービスに関する
メッセージ
（KAJV0001 〜
KAJV2000）

KAJV0001-E

メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を修正してください。

KAJV0004-E
An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The default value (デフォルト値) will be
used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 要因：要因
メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。

Common definition information (共通定義) has not been
set. The default value (デフォルト値) will be used.
共通定義情報(共通定義)が設定されていません。デフォル
ト値(デフォルト値)を使用します

（S）

メッセージに表示された共通定義情報が設定されていない
ため，取得に失敗しました。

（O）

（S ）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を設定してください。

KAJV0002-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The default value (デフォル
ト値) will be used. (valid range = 最小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 範囲：最小値最大値

メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0005-E
Common definition information (共通定義) has not been
set. The value (リロードする前の値) from before the
reload will be used.
共通定義情報(共通定義)が設定されていません。リロード
する前の値(リロードする前の値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報が設定されていない
ため取得に失敗しました。
（S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
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KAJV0006-E 〜 KAJV0011-E

（O）
共通定義情報の値を設定してください。

KAJV0006-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The value (リロードする前の
値) from before the reload will be used. (valid range = 最
小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。リ
ロードする前の値(リロードする前の値)を使用します。 範
囲：最小値-最大値

KAJV0010-E
Common definition information (共通定義) required for
the incident registration service has not been set.
インシデント登録サービスに必要な共通定義情報(共通定
義)が設定されていません
インシデント登録サービスの起動に必要な共通定義情報が
設定されていません。
（S）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）

メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（ S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV0007-E
A value (設定値) set for common definition information (
共通定義) is invalid. The value (リロードする前の値) from
before the reload will be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。リロードする前の値(リロードする前の値)を使用しま
す
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（ S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
共通定義情報の値を修正してください。

JP1/IM - Manager を再インストールしてください。

KAJV0011-E
The connected user and password for JP1/IM - Incident
Master has not been set. The default values will be used.
JP1/IM - Incident Master の接続ユーザ，パスワードが設
定されていません。デフォルト値を使用します
インシデント登録サービスが使用する共通定義情報が設定
されていません。
（S）
デフォルト値で処理を続行します。
（O）
• 物理ホストの場合，
jcdmain_system.conf.update を jbssetcnf
の引数にして実行し，インシデント登録サービスを
再設定してください。
• 論理ホストの場合，
jcdmain_system.conf.update をコピーし，定
義ファイルの次の文に記載されている
JP1_DEFAULT を論理ホスト名に置き換え，置き換
えたファイルを jbssetcnf の引数にして実行し，
インシデント登録サービスを再設定してください。
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN
]

KAJV0008-E

[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN
¥DBMS]

An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The value (リロードする前の値) from
before the reload will be used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。リ
ロードする前の値(リロードする前の値)を使用します。 要
因：要因

[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CON
TROL¥JCDMAIN]

メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。
（ S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CON
TROL¥JCDMAIN_CMD]
jcdmain_system.conf.update ファイルは次のパ
スにあります。
• Windows の場合：Console パス
¥default¥jcdmain_system.conf.update
• UNIX の場合：/etc/opt/jp1cons/default/
jcdmain_system.conf.update

KAJV0012-E 〜 KAJV0021-I

KAJV0012-E

KAJV0014-E

A value set for the connected user and password for JP1/
IM - Incident Master is invalid. The default value will be
used.
JP1/IM - Incident Master の接続ユーザ，パスワードに設
定された値が不正です。デフォルト値を使用します

The value set for the connected port number for JP1/IM Incident Master is outside the valid range. The default
value (デフォルト値) will be used. (valid range = 最小値
to 最大値)
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号に設定された
値が範囲外です。デフォルト値(デフォルト値)を使用しま
す。 範囲：最小値-最大値

インシデント登録サービスが使用する共通定義情報の設定
値が不正です。

JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号に設定された

（S ）
デフォルト値で処理を続行します。

値が範囲外です。
（S）

（O）
• 物理ホストの場合，
jcdmain_system.conf.update を jbssetcnf
の引数にして実行し，インシデント登録サービスを
再設定してください。
• 論理ホストの場合，
jcdmain_system.conf.update をコピーし，定
義ファイルの次の文に記載されている
JP1_DEFAULT を論理ホスト名に置き換え，置き換
えたファイルを jbssetcnf の引数にして実行し，
インシデント登録サービスを再設定してください。
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN
]
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥JCDMAIN
¥DBMS]
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CON
TROL¥JCDMAIN]
[JP1_DEFAULT¥JP1CONSOLEMANAGER¥LOG_CON
TROL¥JCDMAIN_CMD]
jcdmain_system.conf.update ファイルは次のパ
スにあります。
• Windows の場合：Console パス
¥default¥jcdmain_system.conf.update
• UNIX の場合：/etc/opt/jp1cons/default/
jcdmain_system.conf.update

KAJV0013-E
The connected port number for JP1/IM - Incident Master
has not been set. The default value (デフォルト値) will be
used.
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号が設定されて
いません。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号が設定されて
いません。
（S ）
デフォルト値で処理を続行します。
（O）
インシデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf）を編集して，JP1/IM - Incident
Master の接続ポート番号を設定後，jbesetcnf コ
マンドで設定を反映してください。

デフォルト値で処理を続行します。
（O）
範囲内のポート番号を設定してください。

KAJV0015-E
The value set for the connected port number for JP1/IM Incident Master is invalid. The default value (デフォルト
値) will be used.
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号に設定された
値が不正です。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号に設定された
値が不正です。
（S）
デフォルト値で処理を続行します。
（O）
JP1/IM - Incident Master の接続ポート番号を数値で
指定してください。

KAJV0020-E
The setting for the language code is invalid. English will
be assumed, and processing will continue. (set language
code = 言語コード)
言語コードの設定が不正です。英語を仮定して処理を続行
します。設定された言語コード:言語コード
JP1/IM - Manager でサポートしていない言語コードが環
境変数ファイル (jp1co_env.conf) の LANG に設定さ
れています。
（S）
言語コードの設定を英語にして処理を続行します。
（O）
環境変数ファイル (jp1co_env.conf) の LANG の
設定を見直してください。

KAJV0021-I
A JP1 event (イベントID) could not be issued. (reason = 要
因)
JP1イベント(イベントID)が発行できませんでした。 要因:
要因
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KAJV0101-I 〜 KAJV0109-E

表示されたイベント ID の JP1 イベントが発行できません

KAJV0106-E

でした。

An invalid request was received from process
management. (request code = 要求コード)
プロセス管理から不正な要求を受信しました。要求コード
:要求コード

（ S）
イベントの発行を中止します。
（O）
JP1/Base のイベントサービスが起動しているか確認
し，起動していない場合は起動してください。JP1/
Base のイベントサービスが起動している場合は，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAJV0101-I
The incident registration service started.
インシデント登録サービスを起動しました
インシデント登録サービスを起動しました。

プロセス管理から不正な要求を受信しました。
（S）
不正な要求を無視して処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0107-E
An attempt to communicate with process management
has failed. (reason = 要因)
プロセス管理との通信に失敗しました。要因:要因

KAJV0102-I
The incident registration service stopped.
インシデント登録サービスを停止しました
インシデント登録サービスを停止しました。

KAJV0103-E
The incident registration service ended abnormally.
インシデント登録サービスが異常終了しました
インシデント登録サービスが異常終了しました。
（ S）
インシデント登録サービスが異常終了しました。
（O）
統合トレースログまたは共通メッセージログを確認
し，このメッセージの前に出力されているエラーメッ
セージの対処方法に従って対処してください。

KAJV0104-I
A termination request was received from process
management.
プロセス管理から終了要求を受信しました
プロセス管理から停止要求を受信しました。
（ S）
インシデント登録サービスの停止処理を開始します。

KAJV0105-I
A reload request was received from process management.
プロセス管理からリロード要求を受信しました
プロセス管理からリロード要求を受信しました。
（ S）
インシデント登録サービスのリロード処理を開始しま
す。
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JP1/IM - Manager のプロセス管理プロセスとの通信に失
敗しました。
（S）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0108-I
Reload processing has finished.
リロード処理が完了しました
リロード処理が完了しました。

KAJV0109-E
The log output function could not be initialized. Data
cannot be output to the integrated trace log and
by-process trace log. (reason = 要因)
ログ出力機能が初期化できませんでした。統合トレースロ
グとプロセス別トレースログに出力できません。要因:要
因
インシデント登録サービスの起動時にログ出力機能を初期
化できませんでした。
（S）
処理を続行しますが，共通メッセージログ以外のログ
が出力できません。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0151-E 〜 KAJV0156-E

KAJV0151-E

KAJV0154-E

An attempt to obtain the port number has failed. The
default port number (23045) will be used. (reason = 要因)
ポート番号の取得に失敗しました。デフォルトのポート番
号(23045)を使用します。要因:要因

Communication processing timed out because the
command (コマンド) did not respond. (timeout time = タ
イムアウト)
コマンド(コマンド)が応答しないため通信処理がタイムア
ウトしました。 タイムアウト時間:タイムアウト時間

インシデント登録サービスが使用するポート番号を取得で
きませんでした。
（S ）
デフォルトのポート番号で処理を続行します。
（O）
services ファイルにサービス名 jp1imeds が定義さ
れていることを確認してください。定義されていない
場合，サービス名 jp1imeds を定義してください。デ
フォルトのポート番号は 23045 です。定義されてい
る場合，services ファイルが読み取り可能である
ことを確認してください。読み取り可能である場合，
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

表示されたコマンドから送られた処理要求をインシデント
登録サービスが受け付け，結果をコマンドに返信しようと
しましたが，コマンドが応答しないため通信処理がタイム
アウトしました。
（S）
インシデント登録サービスはコマンドとの接続を切断
し，処理を続行します。
（O）
マネージャーホストが高負荷になっていないかを確認
してください。高負荷になっていない場合は，資料採
取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡して
ください。

KAJV0152-E

KAJV0155-E

An attempt to initialize communication processing has
failed. (reason = 要因)
通信処理の初期化に失敗しました。要因:要因

The data sent from the command (コマンド) is invalid.
The sent data will be ignored.
コマンド(コマンド)から送信されたデータが不正です。送
信されたデータを無視します

インシデント登録サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。

表示されたコマンドから送られたデータが不正でした。

（S ）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）
ネットワークの設定が間違っているおそれがありま
す。統合トレースログまたは共通メッセージログを確
認し，このメッセージの前に出力されているエラー
メッセージの対処方法に従って対処してください。
ネットワークの設定が間違っていない場合は，資料採
取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡して
ください。

KAJV0153-E
An error occurred while communicating with a
command. (reason = 要因)
コマンドとの通信中にエラーが発生しました。要因:要因
コマンドとの通信中にエラーが発生しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
通信エラーの場合，コマンドを実行中に強制終了して
いないかを確認してください。強制終了していない場
合，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

（S）
インシデント登録サービスはコマンドから送られた
データを無視して，処理を続行します。
（O）
表示されたコマンドの実行を途中で中断していないか
を確認してください。途中で中断していない場合は，
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0156-E
An attempt to initialize communication processing for
the incident registration service has failed. (IP address =
IPアドレス, port number = ポート番号, reason = 要因)
インシデント登録サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。IPアドレス:IPアドレス ポート番号:ポート番号 要因
:要因
インシデント登録サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。
（S）
複数 LAN 設定時の場合，エラーが発生した IP アド
レスを無視して処理を続行します。
複数 LAN 以外の場合，インシデント登録サービスを
終了します。
（O）
services ファイルに定義されているサービス名
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KAJV0161-I 〜 KAJV0167-E

jp1imeds のポート番号がほかのサービスと重複して

KAJV0165-E

いないことを確認してください。重複している場合，
重複しないようにポート番号を変更してください。ま
た，OS の設定やログを確認し，ネットワークが使用

An error occurred while communicating with the event
service. The system will try to communicate again.
(reason = 要因)
イベントサービスと通信中にエラーが発生しました。通信
をリトライします。要因:要因

できることを確認してください。
上記に該当しない場合，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

JP1/Base イベントサービスとの通信中にエラーが発生し

KAJV0161-I
A connection with the event service has been established.
イベントサービスと接続しました
JP1/Base イベントサービスと接続しました。

KAJV0162-I
The connection with the event service has been canceled.
イベントサービスとの接続を切断しました
JP1/Base イベントサービスとの接続を切断しました。

ました。
（S）
JP1/Base イベントサービスとの通信をリトライしま
す。
（O）
JP1/Base イベントサービスが起動しているか確認し
てください。起動している場合，イベントサービスの
設定が正しいかを確認してください。正しい場合，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAJV0163-E

KAJV0166-E

An attempt to establish a connection with the event
service has failed. Another attempt to connect will now
be performed. (reason = 要因)
イベントサービスとの接続に失敗しました。接続をリトラ
イします。要因:要因

An error occurred while connected with the event service.
Processing cannot continue. (reason = 要因)
イベントサービスとの通信中に続行不可能なエラーが発生
しました。要因:要因
JP1/Base イベントサービスとの通信中に続行不可能なエ

JP1/Base イベントサービスとの接続に失敗しました。
（ S）
JP1/Base イベントサービスとの接続をリトライしま
す。
（O）
JP1/Base イベントサービスが起動しているか確認し
てください。起動している場合，イベントサービスの
設定が正しいかを確認してください。正しい場合，資
料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡
してください。

KAJV0164-E
An error occurred while connected with the event service.
Processing cannot continue. (reason = 要因)
イベントサービスとの接続中に続行不可能なエラーが発生
しました。要因:要因
JP1/Base イベントサービスとの接続中に続行不可能なエ
ラーが発生しました。
（ S）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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ラーが発生しました。
（S）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0167-E
An attempt to update the event acquisition filter has
failed. (reason = 要因)
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。要因
:要因
イベント取得フィルターの更新に失敗しました。
（S）
更新前のフィルターで処理を続行します。
（O）
要因が「イベントサービスとの通信中に一時的なエ
ラーが発生しました」の場合，JP1/Base イベント
サービスとの通信でエラーが発生しています。統合ト
レースログを確認し，JP1/Base イベントサービスに
問題が発生していないかを確認してください。
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合，メモ
リーを確保してください。

KAJV0168-E 〜 KAJV0174-E

KAJV0168-E

KAJV0171-E

An attempt to update the event acquisition filter failed
because a system error occurred. (reason = 要因)
システムエラーが発生したためイベント取得フィルターの
切り替えに失敗しました。要因:要因

An attempt to read the definition file for the event
acquisition filter has failed. (reason = 要因)
イベント取得条件定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。要因:要因

システムエラーが発生したため，イベント取得フィルター
の更新に失敗しました。

イベント取得条件定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。

（S ）
更新前のフィルターで処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0169-E
The received JP1 event could not be stored in memory.
(serial number in the event database for the received JP1
event = イベントDB内通し番号)
受信したJP1イベントをメモリーに格納できませんでし
た。受信したJP1イベントのイベントDB内通し番号=イベ
ントDB内通し番号
受信した JP1 イベントをメモリーに格納できませんでし
た。
（S）
格納できなかった JP1 イベントをとばして処理を続
行します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足が発生していない場合
は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAJV0170-E
The definition file for the event acquisition filter was not
found.
イベント取得条件定義ファイルが見つかりません
イベント取得条件定義ファイルが見つかりませんでした。
（S ）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
インシデント登録サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
JP1/IM - View の［システム環境設定］画面でイベン
ト取得条件を設定し直してください。

（S）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
インシデント登録サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
要因が「ファイル入出力エラーが発生しました」の場
合，OS のログを確認し，リソース不足が発生してい
ないかを確認してください。発生していない場合は，
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0172-E
The incident registration service will continue processing
with the setting that acquires all JP1 events.
インシデント登録サービスはすべてのJP1イベントを取得
する設定で処理を続行します
イベント取得フィルターの設定に失敗しました。
（S）
イベント取得フィルターに何も設定していない状態で
処理を続行します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って，対処してください。

KAJV0173-E
The incident registration service will continue processing
in the state before updating the event acquisition filter.
インシデント登録サービスは切り替える前のイベント取得
フィルターで処理を続行します
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（S）
切り替える前のイベント取得フィルターで処理を続行
します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って，対処してください。

KAJV0174-E
A system error occurred while reading the definition file
for the event acquisition filter. (reason = 要因)
イベント取得条件定義ファイルが不正です。要因:要因
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KAJV0175-I 〜 KAJV0179-I

イベント取得条件定義ファイルが不正であるため，イベン
ト取得フィルターの設定，または切り替えに失敗しまし
た。
（ S）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
インシデント登録サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0175-I
The incident registration service will acquire all JP1
events, because the event acquisition filter (for
compatibility) is set.
イベント取得フィルター(互換用)が設定されているためイ
ンシデント登録サービスはすべてのJP1イベントを取得し
ます
イベント取得フィルター（互換用）が設定されているため
インシデント登録サービスはすべての JP1 イベントを取
得します。

JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルの users パ
ラメーターに * または，SYSTEM(Windows の場合
)，root(UNIX の場合 ) を設定して JP1/Base および
JP1/IM - Manager を再起動してください

KAJV0178-E
Connection to the event service is not possible because
the permission was not set.
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できません
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できませんでした。イベント
取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（S）
イベント取得フィルターの切り替え時に動時に発生し
た場合は，切り替え前のイベント取得フィルターで処
理を続行します。
（O）
JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルの users パ
ラメーターに * または，SYSTEM(Windows の場合
)，root(UNIX の場合 ) を設定して JP1/Base および
JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAJV0176-E

KAJV0179-I

A system error occurred while reading to the The
definition file for the event acquisition filter. (reason = 要
因)
イベント取得条件定義ファイルの読み込み中にシステムエ
ラーが発生しました。要因:要因

The event acquisition filter definition file was read. The
read definitions will be used for processing from the next
received event. (filter name = フィルター名, last received
event = 到着時刻, serial number in event DB = イベント
DB内通し番号)
イベント取得条件定義を読み込みました。次に受信したイ
ベントから読み込んだ定義で処理されます。（フィルター
名：フィルター名，最後に受信したイベント：到着時刻=
到着時刻, イベントDB内通し番号=イベントDB内通し番
号）

システムエラーが発生したため，イベント取得条件定義
ファイルの読み込みに失敗しました。
（ S）
イベント取得フィルターに何も設定していない状態で
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0177-E
Connection to the event service is not possible because
the permission was not set.
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できません
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できませんでした。
（ S）
インシデント登録サービスの起動時に発生した場合
は，イベントを取得できないためインシデント登録
サービスを停止します。
（O）
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jcochfilter コマンド，または JP1/IM - View からの操
作によって，イベント取得条件定義ファイルを読み込みま
した。表示されるイベント DB 内通し番号で示されるイベ
ントの次から，読み込んだ定義の内容でイベント取得処理
をします。インシデント登録サービスがイベントを受信し
ていない場合，到着時刻と番号は "--" になります。
（S）
表示されるイベント DB 内通し番号で示されるイベン
トの次から，読み込んだ定義の内容でイベント取得処
理を行います。
（O）
インシデント登録サービスがイベントを受信していな
い場合，到着時刻と番号は ""--"" になります。

KAJV0180-W 〜 KAJV0184-E

KAJV0180-W
The event acquired from the event service will be ignored
because the event contains invalid information. (event
database serial number = イベントDB内通し番号, reason
code = 要因コード)
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視します
イベントDB内通し番号:イベントDB内通し番号 要因コー
ド:要因コード
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視しま
す。
（S ）
不正な情報を含むイベントを無視して処理を続行しま
す。
（O）
次の項目を確認してください。
• 要因コードが 3 の場合
イベントの到着時刻が不正です。マネージャーでシ
ステムの時刻を確認し，時刻が正しく設定されてい
るか確認してください。
• 要因コードが 4 の場合
イベントの登録時刻が不正です。イベントが登録さ
れたホストでシステムの時刻を確認し，時刻が正し
く設定されているか確認してください。
上記で問題がない場合，または上記以外の場合，資料
採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡し
てください。

（O）
要因が「通信または JP1/IM - Incident Master でエ
ラーが発生しました」の場合，次の項目について問題
がないことを確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が起動している
か確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が起動している
場合，JP1/IM - Incident Master のポート番号の設
定が正しいかを確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master でエラーメッ
セージが出力されている場合，エラーメッセージの
対処方法に従って対処してください。
• インシデント登録定義ファイルに定義されたホスト
名が正しいことを確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が処理中のため
一時的にインシデントを処理できない状態になって
いる場合があります。この場合，インシデント登録
サービスがリトライするため，通信は自動的に回復
します。
• JP1/IM - Manager と接続先の JP1/IM - Incident
Master 間のネットワークで障害が発生していない
かを確認してください。
上記について問題がなく，エラーが自動的に回復しな
い，またはエラーが繰り返し発生する場合は，資料採
取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡して
ください。
また要因が「通信または JP1/IM - Incident Master で
エラーが発生しました」以外の場合は，資料採取ツー
ルで資料を採取してシステム管理者に連絡してくださ
い。

KAJV0181-I

KAJV0184-E

A connection with the JP1/IM - Incident Master has been
established.
JP1/IM - Incident Masterと接続しました

An error occurred while connecting to JP1/IM - Incident
Master. Processing cannot continue. (reason = 要因)
JP1/IM - Incident Masterとの接続中に続行不可能なエ
ラーが発生しました。要因:要因

JP1/IM - Incident Master と接続しました。

KAJV0182-I
The connection with the JP1/IM - Incident Master has
been canceled.
JP1/IM - Incident Masterとの接続を切断しました

JP1/IM - Incident Master との接続中にエラーが発生し，
インシデントの登録ができなくなりました。
（S）
JP1/IM - Incident Master との通信を切断し，インシ
デント登録サービスを休止します。

JP1/IM - Incident Master との接続を切断しました。

KAJV0183-E
An attempt to establish a connection with the JP1/IM Incident Master has failed. Another attempt to connect
will now be performed. (reason = 要因)
JP1/IM - Incident Masterとの接続に失敗しました。接続
をリトライします。要因:要因

（O）
接続先の JP1/IM - Incident Master でエラーメッセー
ジが出力されているかを確認し，出力されている場合
はエラーメッセージの対処方法に従って対処してくだ
さい。
出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採
取してシステム管理者に連絡してください。

JP1/IM - Incident Master との接続に失敗しました。
（S）
JP1/IM - Incident Master との接続をリトライしま
す。
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KAJV0185-E 〜 KAJV0202-E

KAJV0185-E

ラーが発生しました」の場合，接続先の JP1/IM -

An error occurred during communication with JP1/IM Incident Master. Another attempt to communicate will
now be performed. (reason = 要因)
JP1/IM - Incident Masterとの通信中にエラーが発生しま
した。通信をリトライします。要因:要因

Incident Master でエラーメッセージが出力されてい
るかを確認し，出力されている場合はエラーメッセー
ジの対処方法にしたがい対処してください。出力され
ていない場合は，資料採取ツールで資料を採取してシ
ステム管理者に連絡してください。
要因が「JP1/IM - Incident Master でインシデント

JP1/IM - Incident Master との通信中にエラーが発生しま

DB の容量不足が発生しました」の場合，JP1/IM -

した。

Incident Master のインシデント DB のサイズを大き

（ S）
JP1/IM - Incident Master との通信をリトライしま
す。
（O）
要因が「通信または JP1/IM - Incident Master でエ
ラーが発生しました」の場合，以下について問題がな
いことを確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が起動している
か確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が起動している
場合，JP1/IM - Incident Master のポート番号の設
定が正しいかを確認してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master でエラーメッ
セージが出力されている場合，エラーメッセージの
対処方法に従って対処してください。
• 接続先の JP1/IM - Incident Master が処理中のため
一時的にインシデントを処理できない状態になって
いる場合があります。この場合，インシデント登録
サービスがリトライするため，通信は自動的に回復
します。
• JP1/IM - Manager と接続先の JP1/IM - Incident
Master 間のネットワークで障害が発生していない
かを確認してください。
上記について問題がなく，エラーが自動的に回復しな
い，またはエラーが繰り返し発生する場合は，資料採
取ツールで資料を採取してシステム管理者に連絡して
ください。また要因が「通信または JP1/IM Incident Master でエラーが発生しました」以外の場
合は，資料採取ツールで資料を採取してシステム管理
者に連絡してください。

KAJV0186-E
An error occurred during communication with JP1/IM Incident Master. Processing cannot continue. (reason =
要因)
JP1/IM - Incident Masterとの通信中に続行不可能なエ
ラーが発生しました。要因:要因
JP1/IM - Incident Master との通信中にエラーが発生し，
インシデントの登録ができなくなりました。
（ S）
JP1/IM - Incident Master との通信を切断し，インシ
デント登録サービスを休止します。

くするか，不要なインシデントを削除してください。
インシデント DB のサイズが最大（L：4 ギガバイト）
の場合，不要なインシデントを削除してください。
上記について問題がない場合，または要因が上記以外
の場合は，資料採取ツールで資料を採取してシステム
管理者に連絡してください。

KAJV0187-E
The attempt to 処理 the incident (incident serial number:
インシデント通し番号) failed because the incident does
not exist in JP1/IM - Incident Master.
JP1/IM - Incident Masterにインシデント(インシデント通
し番号:インシデント通し番号)が存在しないため処理に失
敗しました
JP1/IM - Incident Master にインシデントが存在しないた
め更新または削除処理に失敗しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
JP1/IM - Incident Master の DB のサイズを見直して
ください。

KAJV0201-E
The system profile of the incident registration service
was not found. The default value will be used.
インシデント登録サービスのシステムプロファイルが見つ
かりません。デフォルト値を使用します
インシデント登録サービスのシステムプロファイルが見つ
かりません。
（S）
デフォルト値で動作します。
（O）
インシデント登録サービスのシステムプロファイルを
作成してください。

KAJV0202-E
A setting item (設定項目名) for the system profile of the
incident registration service has not been set. The
default value (デフォルト値) will be used.
インシデント登録サービスのシステムプロファイルに設定
項目(設定項目名)が設定されていません。デフォルト値(デ
フォルト値)を使用します

（O）
要因が「通信または JP1/IM - Incident Master でエ
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インシデント登録サービスのシステムプロファイルに設定

KAJV0203-E 〜 KAJV0235-E

項目が設定されていません。
（S ）
デフォルト値で動作します。
（O）
インシデント登録サービスのシステムプロファイルに
設定項目を設定してください。

資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0231-I
The incident registration definition file will now be read.
インシデント登録定義ファイルを読み込みます
インシデント登録定義ファイルを読み込みます。

KAJV0203-E
A value (設定値) set for a setting item (設定項目) in the
system profile of the incident registration service is
invalid. The default value (デフォルト値) will be used.
インシデント登録サービスのシステムプロファイルの設定
項目(設定項目)に設定された値(設定値)が不正です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します
インシデント登録サービスのシステムプロファイルの表示
された設定項目の値が不正です。
（S ）
デフォルト値で動作します。
（O）
インシデント登録サービスのシステムプロファイルの
表示された設定項目の値を正しく設定してください。

KAJV0204-E
An attempt to read the system profile of the incident
registration service has failed. The default value will be
used. (reason = 要因)
インシデント登録サービスのシステムプロファイルの読み
込みに失敗しました。デフォルト値を使用します。要因:
要因
インシデント登録サービスのシステムプロファイルの読み
込みに失敗しました。
（S ）
デフォルト値で動作します。
（O）
インシデント登録サービスのシステムプロファイルが
読み込みできるかどうかを確認してください。
読み込みできる場合，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAJV0210-E
An attempt to switch the event acquisition filter failed
because the event database contains an invalid event.
イベントDBに不正なイベントが含まれているためイベン
ト取得フィルターの変更に失敗しました
イベント DB に不正なイベントが含まれているためイベン

KAJV0232-I
The incident registration function that reads the incident
registration definition file has been activated. Processing
will be performed using the definition read from the next
JP1 event. (number of definitions = 有効な定義数/ファイ
ル内の全定義数, last received event = 到着時刻, serial
number in the event database = イベントDB内通し番号)
インシデント登録定義ファイルを読み込みインシデント登
録機能を稼動しました。次に受信したJP1イベントから読
み込んだ定義で処理されます。(定義数:有効な定義数/ファ
イル内の全定義数，最後に受信したイベント:到着時刻=到
着時刻，イベントDB内通し番号=イベントDB内通し番号)
jcochdisc コマンドによってインシデント登録定義ファ
イルを読み込み，インシデント登録機能が稼働状態になり
ました。表示されるイベント DB 内通し番号で示されるイ
ベントの次から読み込んだインシデント登録定義の内容で
インシデント登録処理をします。

KAJV0233-E
An effective condition has not been defined in the
incident registration definition file.
インシデント登録定義ファイルに有効な条件が定義されて
いません
インシデント登録定義ファイルに有効な条件が 1 件も定
義されていません。
（S）
インシデント登録機能を休止します。
（O）
インシデント登録定義を修正してください。

KAJV0234-I
The incident registration function has been stopped.
インシデント登録機能を休止しました
インシデント登録機能を休止しました。

KAJV0235-E
The incident registration definition file was not found.
インシデント登録定義ファイルが見つかりません

ト取得フィルターの変更に失敗しました。
（S）
変更前のイベント取得フィルターで処理を続行しま
す。
（O）

インシデント登録定義ファイルが見つかりません。
（S）
処理を続行します。
（O）
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KAJV0236-E 〜 KAJV0301-W

JP1/IM - Incident Master の jcisetfilter コマン
ドを使用してインシデント登録定義を再度定義してく
ださい。

KAJV0236-E
There is an error in the explanation for the incident
registration definition file. (line = 行番号, error contents
= 不正内容)
インシデント登録定義ファイルの記載内容に間違いがあり
ます。行番号:行番号 不正内容:不正内容
インシデント登録定義ファイルの内容に誤りがあります。

処理を続行します。
（O）
OS のファイル入出力が過負荷状態になっていないこ
とを確認してください。過負荷状態になっていない場
合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。

KAJV0239-E
An attempt to read the incident registration definition
file has failed. (reason = 要因)
インシデント登録定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。要因:要因

（ S）
不正なインシデント登録条件を無視して処理を続行し
ます。
（O）
不正内容から要因を特定し，インシデント登録定義を
見直してください。
要因を取り除いてから，JP1/IM - Incident Master の
jcisetfilter コマンドを使用してインシデント登
録定義を再度定義してください。
再度実行してもエラーが発生する場合は，JP1/IM Manager の資料採取ツールと，JP1/IM - Incident
Master の資料採取ツールを使用して資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAJV0237-W
The number of defined incident registration conditions in
the incident registration definition file has exceeded
1,000. Operation will continue with up to 1,000 incident
registration conditions.
インシデント登録定義ファイルにインシデント登録条件が
1000件を超えて定義されています。1000件までのインシ
デント登録条件で動作します
インシデント登録定義ファイルに定義されたインシデント
登録条件が 1,000 件を超えています。
（ S）

インシデント登録定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0240-E
Incident registration processing will continue by using
the incident registration definition from before the
update, because an attempt to update the incident
registration definition failed.
インシデント登録定義の更新に失敗したため，更新前のイ
ンシデント登録定義でインシデント登録処理を続行します
インシデント登録定義ファイルの更新に失敗しました。
（S）
更新前のインシデント登録定義でインシデント登録処
理を続行します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って対処してください。

1,000 件までのインシデント登録条件を使用して処理

KAJV0301-W

を続行します。1,001 件目以降のインシデント登録条

A JP1 event (event ID = イベントID, serial number in the
event database = イベントDB内通し番号) could not be
correlated because the incident registration condition (イ
ンシデント登録条件名) has already correlated 最大数
pairs of JP1 events.
インシデント登録条件(インシデント登録条件名)はすでに
最大数組のJP1イベントを相関しているためJP1イベント(
イベントID=イベントID，イベントDB内通し番号=イベン
トDB内通し番号)を相関できませんでした

件は無視されます。
（O）
インシデント登録定義ファイルに定義したインシデン
ト登録条件を 1,000 件までにしてください。

KAJV0238-E
An attempt to read the incident registration definition
file failed because an I/O error for the file occurred.
ファイル入出力エラーが発生したため，インシデント登録
定義ファイルの読み込みに失敗しました

一つのインシデント登録条件はインシデント登録定義ファ
イルの CORRELATION_NUM で指定した数（指定しない場
合 10）の組の JP1 イベントを同時に相関できます。

ファイル入出力エラーのためインシデント登録定義ファイ
ルの読み込みに失敗しました。
（ S）
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メッセージに表示されたインシデント登録条件がすでに最
大数組の JP1 イベントを相関しているため，受信した
JP1 イベントに対する相関処理ができませんでした。

KAJV0302-E 〜 KAJV0305-E

（S ）
処理を続行します。
（O）
インシデント登録条件を見直してください。
• タイムアウト時間が不要に長く設定されていないか
を確認してください。
• イベント条件の組み合わせが正しいことを確認して
ください。

KAJV0302-E
The event (serial number within the event database = イ
ベントDB内通し番号) conforming to the incident
registration condition (incident registration condition
name = インシデント登録条件名) could not be
discriminated. (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名)に合致したイベント(イベントDB内通し
番号:イベントDB内通し番号)を相関できませんでした。
要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0303-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) changed to a
discriminating state, but discrimination processing was
cancelled because a system error occurred. (reason = 要因
)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が相関状態になりま
したが，システムエラーが発生したため相関処理を中断し
ました。 要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）

ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0304-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) exceeded the timeout
time, but a system error occurred during timeout
processing. (incident serial number = インシデント通し
番号, reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)がタイムアウト時間
を過ぎましたが，タイムアウト処理中にシステムエラーが
発生しました。インシデント通し番号:インシデント通し
番号 要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV0305-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) changed to the 相関状
態 state, but a system error occurred while registering an
incident to the JP1/IM - Incident Master. (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が相関状態になりま
したが，JP1/IM - Incident Masterにインシデントを登録
中にシステムエラーが発生しました。要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
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KAJV0306-E 〜 KAJV0309-W

KAJV0306-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) changed to the 相関状
態 state, but a system error occurred while updating a
JP1/IM - Incident Master incident. (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が相関状態になりま
したが，JP1/IM - Incident Masterのインシデントを更新
中にシステムエラーが発生しました。要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（ S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0307-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) was not satisfied, but
a system error occurred while deleting an incident
(incident serial number = インシデント通し番号). (reason
= 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が不成立になりまし
たが，インシデント(インシデント通し番号:インシデント
通し番号)を削除中にシステムエラーが発生しました。要
因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（ S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0308-E
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) changed to the 相関状
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態 state, but a system error occurred while outputting an
incident to the incident registration history. (reason = 要
因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が相関状態になりま
したが，インシデント登録履歴への出力中にシステムエ
ラーが発生しました。要因:要因
相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0309-W
The incident registration condition (incident registration
condition name = インシデント登録条件名,
discrimination number = 相関番号) changed to the 相関状
態 state, but the discrimination data could not be deleted
form the memory. (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名，相関番号:相関番号)が相関状態になりま
したが，メモリーから相関中のデータを削除することがで
きませんでした。要因:要因
相関処理中にエラーが発生したため，表示されたインシデ
ント登録条件とイベントに対する相関処理ができませんで
した。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0310-E 〜 KAJV0315-E

KAJV0310-E

KAJV0313-E

A system error occurred while deleting a incident
registration condition during discrimination .
Information on the trigger for deleting the incident
registration condition cannot be correctly output to the
history file. (reason = 要因)
相関中のインシデント登録条件を削除するときにシステム
エラーが発生しました。インシデント登録条件を削除する
契機情報がインシデント登録履歴ファイルに正しく出力で
きません。要因:要因

A system error occurred while discriminating an event
(serial number in the event database = イベントDB内通
し番号) by using the incident registration condition
(incident registration condition name = インシデント登録
条件名). (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名)でイベント(イベントDB内通し番号:イベ
ントDB内通し番号)を相関処理中にシステムエラーが発生
しました。要因:要因

相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0311-E
Information from when the incident registration service
was stopped could not be saved. (information that could
not be saved = 保存できなかった情報, reason = 要因)
インシデント登録サービスの停止時の情報を保存すること
ができませんでした。保存できなかった情報=保存できな
かった情報 要因:要因
インシデント登録サービスの停止時に，停止状態を保存す
ることができませんでした。
次回起動時に表示された情報を引き継ぐことができませ
ん。

相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0314-E
A system error occurred while performing timeout
processing for the data being discriminated. (reason = 要
因)
相関中データのタイムアウト処理中にシステムエラーが発
生しました。 要因:要因

（S ）
停止処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0312-E
Information from the last termination could not be
restored. (information that could not be restored = 復元で
きない情報, reason = 要因)
前回停止時の情報を復元することができません。復元でき
ない情報=復元できない情報 要因:要因
前回インシデント登録サービスを停止したときの情報を復
元することができませんでした。
（S）
起動処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

相関中データのタイムアウト処理中にシステムエラーが発
生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0315-E
A system error occurred while performing processing for
a discrimination that was not established. (reason = 要因
)
相関の不成立処理でシステムエラーが発生しました。 要
因:要因
相関の不成立処理でシステムエラーが発生しました。
（S）
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要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0316-E
There is no event correlation information for when the
incident registration service stopped.
インシデント登録サービス停止時のイベント相関情報が存
在しません
インシデント登録サービス停止時に正しく終了処理が行わ
れなかったため，イベント相関情報が存在しません。
（ S）
インシデント登録サービス起動時の JP1 イベントの
取得開始位置の設定にかかわらず，cold スタートと
同様の動作で処理を開始します。
（O）
統合トレースログを確認し，インシデント登録サービ
スのエラーメッセージ（KAJV0001 〜 KAJV2000 の
エラーメッセージ）が出力されているか確認してくだ
さい。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。
また，相関中の状態のインシデントが JP1/IM Incident Master に登録されているおそれがありま
す。JP1/IM - Incident Master からインシデントの検
索を実行し，相関中の状態のインシデントが存在した
場合は手動で削除してください。

KAJV0322-W
A JP1 event (event ID = イベントID, serial number in the
event database = イベントDB内通し番号) could not be
correlated because the number of correlated JP1 event
pairs has reached the upper limit (20,000).
相関中のJP1イベントの組が上限(20000組)に達している
ためJP1イベント（イベントID=イベントID，イベント
DB内通し番号=イベントDB内通し番号）を相関できませ
んでした
相関中の JP1 イベントの組が上限（20,000 組）に達しま
した。
（ S）
イベント条件に一致する JP1 イベントが新たに発行
された場合，相関を行わないで処理を続行します。
すでに相関中となっている JP1 イベントの組は相関
されます。
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このメッセージは相関中の JP1 イベントの組が上限
に達したときに出力されたあと，相関中の JP1 イベ
ントの組が 16,000 組以下になるまでは再度出力され
ません。
（O）
相関中の JP1 イベントをすべてクリアする場合は，
次のどれかの操作をしてください。
• JP1/IM - Incident Master の jcisetfilter コマ
ンドを実行し，インシデント登録定義を反映し直
す。
• インシデント登録サービスをコールドスタートの設
定にして JP1/IM - Manager を再起動する。
• jcochdisc コマンドを実行してインシデント登録
サービスを停止したあと，再度 jcochdisc コマン
ドを実行し，インシデント登録機能を再開する。

KAJV0350-E
A system error occurred during consolidated processing,
using the consolidated condition (consolidated condition
name = 集約条件名), for an event (serial number within
the event database = イベントDB内通し番号). (reason =
要因)
集約条件(集約条件名:集約条件名)でイベント(イベントDB
内通し番号:イベントDB内通し番号)を集約処理中にシステ
ムエラーが発生しました。要因:要因
集約処理中にシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0351-E
A system error occurred during timeout processing for
the consolidated condition (consolidated condition name
= 集約条件名). (reason = 要因)
集約条件(集約条件名:集約条件名)のタイムアウト処理中に
システムエラーが発生しました。要因:要因
集約条件のタイムアウト処理中にシステムエラーが発生し
ました
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，相関処理が続行できないた
め，インシデント登録サービスを停止します。
（O）

KAJV0401-E 〜 KAJV0903-E

メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。メモリー不足以外の場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV0401-E
The incident registration history file could not be
created. Incident registration history cannot be output.
インシデント登録履歴ファイルを作成できませんでした。
インシデント登録履歴を出力することができません
インシデント登録履歴ファイルを作成できませんでした。
インシデント登録履歴を出力できません。
（S ）
インシデント登録履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
インシデント登録履歴ファイルを入れるディレクトリ
に書き込み権限が設定されているかを確認してくださ
い。
書き込み権限がある場合，メモリやファイルディスク
リプタなどの OS のリソースが不足していないか確認
してください。

KAJV0402-E
A system error occurred while outputting incident
registration history. (reason = 要因)
インシデント登録履歴の出力中にシステムエラーが発生し
ました。要因:要因
インシデント登録履歴の出力中にシステムエラーが発生し
たためインシデント登録履歴を出力できませんでした。
（S）
インシデント登録履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0403-E
An I/O error occurred while outputting incident
registration history.
インシデント登録履歴の出力中に入出力エラーが発生しま
した
インシデント登録履歴の出力中に入出力エラーが発生した
ためインシデント登録履歴を出力できませんでした。
（S ）
インシデント登録履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
インシデント登録履歴ファイルに書き込み権限が設定
されているかを確認してください。

書き込み権限がある場合，メモリやファイルディスク
リプタなどの OS のリソースが不足していないか確認
してください。

KAJV0404-E
A memory shortage occurred while outputting incident
registration history.
インシデント登録履歴の出力中にメモリー不足が発生しま
した
インシデント登録履歴の出力中にメモリー不足が発生した
ためインシデント登録履歴を出力できませんでした。
（S）
インシデント登録履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
OS のログを確認し，メモリが不足していないか確認
してください。メモリが不足している場合，メモリを
確保してください。

KAJV0901-E
A system error occurred. (reason = 要因)
システムエラーが発生しました。要因:要因
システムエラーが発生しました。
（S）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0902-E
An error occurred during an abnormal termination of the
incident registration service. A forced termination will
now be performed. (reason = 要因)
インシデント登録サービスの異常終了時にエラーが発生し
ました。強制終了します。 要因:要因
インシデント登録サービスの異常終了時にエラーが発生し
ました。
（S）
インシデント登録サービスを強制終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0903-E
An error occurred while the incident registration service
was starting. Processing cannot continue. (reason = 要因)
インシデント登録サービスの起動中に続行不可能なエラー
が発生しました。要因:要因
インシデント登録サービスの起動中に続行不可能なエラー
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が発生しました。
（ S）
インシデント登録サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0904-E
An error occurred while the incident registration service
was stopping. The incident registration service cannot
end normally. A forced termination will now be
performed. (reason = 要因)
インシデント登録サービスの停止中にエラーが発生しまし
た。インシデント登録サービスを正常に終了することがで
きません。強制終了します。 要因:要因
インシデント登録サービスの停止時にエラーが発生しまし
た。
（ S）
インシデント登録サービスを強制終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV0905-E
A system error occurred while discriminating an event
(serial number in the event database = イベントDB内通
し番号) by using the incident registration condition
(incident registration condition name = インシデント登録
条件名). (reason = 要因)
インシデント登録条件(インシデント登録条件名:インシデ
ント登録条件名)でイベント(イベントDB内通し番号:イベ
ントDB内通し番号)を相関処理中にシステムエラーが発生
しました。要因:要因

します。
（O）
共通定義情報の値を設定してください。

KAJV1002-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The default value (デフォル
ト値) will be used. (valid range = 最小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 範囲:最小値-最
大値
メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV1003-E
A value set (設定値) for common definition information (
共通定義) is invalid. The default value (デフォルト値) will
be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）

相関処理中にシステムエラーが発生しました。
（ S）
相関処理が続行できないため，インシデント登録サー
ビスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1001-E
Common definition information (共通定義) has not been
set. The default value (デフォルト値) will be used.
共通定義情報(共通定義)が設定されていません。デフォル
ト値(デフォルト値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報が設定されていない
ため，取得に失敗しました。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
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共通定義情報の値を修正してください。

KAJV1004-E
An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The default value (デフォルト値) will be
used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 要因:要因
メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。
（S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1010-E 〜 KAJV1040-E

KAJV1010-E
Common definition information (共通定義) required for
the コマンド command has not been set.
コマンドに必要な共通定義情報(共通定義)が設定されてい
ません
コマンドの起動に必要な共通定義情報が設定されていませ
ん。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Manager を再インストールしてください。

（O）
引数を見直して再度実行してください。

KAJV1025-E
Parameters (引数1, 引数2) cannot be simultaneously
specified.
引数(引数1，引数2)は同時に指定できません
表示された引数は同時に指定はできません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数を見直して再度実行してください。

KAJV1021-E
An unsuitable parameter (引数) has been specified.
不適切な引数(引数)が指定されています

KAJV1026-E
Specify the parameter (引数).
引数(引数)を指定してください

不適切な引数が指定されています。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数を見直して再度実行してください。

必須の引数が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
表示された引数を指定してください。

KAJV1022-E
The parameter (引数) value has not been specified.
引数(引数)の値が指定されていません

KAJV1027-E
An unsuitable logical host name has been specified.
不適切な論理ホスト名が指定されています

表示された引数に必要な値が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数に値を指定して再度実行してください。

KAJV1023-E
The parameter (引数) value is invalid.
引数(引数)の値が不正です
表示された引数に指定した値が不正です。

存在しないホスト名か，JP1_DEFAULT が指定されていま
す。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
論理ホスト名を見直して再度実行してください。

KAJV1040-E
You do not have execution permission.
No executing permission.
実行権限がありません

（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数に正しい値を指定して再度実行してください。

KAJV1024-E
Duplicated parameters (引数) cannot be specified.
引数(引数)は重複して指定できません

コマンドを実行するための権限がありません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
実行するコマンドを使用できる実行権限を持ったユー
ザーでログインし直して，再度実行してください。

表示された引数は重複して指定はできません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
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KAJV1041-E
A processing timeout occurred because the incident
registration service did not respond.
インシデント登録サービスが応答しないため処理がタイム
アウトしました
インシデント登録サービスが応答しないためコマンドの処
理がタイムアウトしました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
インシデント登録サービスまたは OS が過負荷状態に
なっているおそれがあります。時間をおいて再度コマ
ンドを実行してください。

KAJV1042-E
An attempt to establish a connection with the incident
registration service has failed. Check whether the
incident registration service is running.
インシデント登録サービスとの接続に失敗しました。イン
シデント登録サービスが起動しているか確認してください
インシデント登録サービスとの接続に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。

（O）
インシデント登録サービスでエラーが発生していない
かを，統合トレースログで確認してください。
確認後，再度コマンドを実行してください。

KAJV1201-I
The incident registration definition for ホスト名 was
updated.
インシデント登録定義ファイルを読み込み，ホスト名のイ
ンシデント登録機能を稼働状態にしました
メッセージに表示されたホストのインシデント登録定義
ファイルを読み込み，インシデント登録機能を稼働状態に
しました。

KAJV1202-I
The incident registration function for ホスト名 was
stopped.
ホスト名のインシデント登録機能を休止しました
メッセージに表示されたホストのインシデント登録機能を
休止しました。

KAJV1203-I
The incident registration function for ホスト名 already
has a stopped status.
ホスト名のインシデント登録機能はすでに休止状態です

（O）
インシデント登録サービスが起動しているかを確認し
てください。

メッセージに表示されたホストのインシデント登録機能は
すでに休止状態です。

KAJV1101-E

KAJV1204-I

An I/O error occurred while communicating with the
incident registration service.
インシデント登録サービスとの通信で入出力エラーが発生
しました

The incident registration was paused because an
effective definition was not in the incident registration
definition for ホスト名.
ホスト名のインシデント登録定義に有効な定義がないため
インシデント登録機能を休止しました

インシデント登録サービスとの通信中に入出力エラーが発
生し，通信に失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
インシデント登録サービスでエラーが発生していない
かを，統合トレースログで確認してください。
確認後，再度コマンドを実行してください。

KAJV1102-E
Invalid data was received from the incident registration
service.
インシデント登録サービスから不正なデータを受信しまし
た
インシデント登録サービスから不正なデータを受信しまし
た。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
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インシデント登録定義ファイルに有効な条件が 1 件も定
義されていません。
（S）
インシデント登録機能を休止します。

KAJV1205-E
There is an invalid definition in the incident registration
definition.
インシデント登録定義に不正な定義があります
インシデント登録定義に不正な定義があります。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
統合トレースログに出力されるメッセージに従って，
不正個所を修正してください。

KAJV1206-E 〜 KAJV1261-I

KAJV1206-E

KAJV1209-E

An attempt to update the incident registration definition
for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名のインシデント登録定義の更新に失敗しました。
要因:要因

The incident registration definition file for ホスト名 was
not found.
ホスト名のインシデント登録定義ファイルが見つかりませ
ん

インシデント登録サービスでエラーが発生したためインシ
デント登録定義の更新に失敗しました。

インシデント登録定義ファイルが見つかりません。

（S）
インシデント登録サービスは更新操作前の状態で処理
を続行します。
（O）
統合トレースログを確認し，インシデント登録サービ
スのエラーが出力されていないかを確認してくださ
い。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。

KAJV1207-E
An attempt to stop the incident registration function for
ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名のインシデント登録機能の休止に失敗しました。
要因:要因
インシデント登録サービスでエラーが発生したためインシ
デント登録機能の休止に失敗しました。
（S）
インシデント登録サービスは休止操作前の状態で処理
を続行します。
（O）
統合トレースログを確認し，インシデント登録サービ
スのエラーが出力されていないかを確認してくださ
い。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。

KAJV1208-E
The consolidated function is not possible because an
effective definition was not in the incident registration
definition for ホスト名.
ホスト名のインシデント登録定義に有効な定義がないため
イベント集約しません
インシデント登録定義ファイルに集約条件が定義されてい
ましたが，有効な定義がないためイベント集約を行いませ
ん。
（S ）
インシデント登録サービスはイベント集約を行わない
状態で処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
JP1/IM - Incident Master から jcisetfilter コマ
ンドを実行し，再度インシデント登録定義ファイルを
設定してください。

KAJV1210-E
The host name for JP1/IM - Incident Master has not been
specified in the incident registration definition.
インシデント登録定義にJP1/IM - Incident Masterのホス
ト名が指定されていません
インシデント登録定義に JP1/IM - Incident Master のホス
ト名が指定されていません
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
インシデント登録定義ファイルにホスト名を指定した
後に，JP1/IM - Incident Master から
jcisetfilter コマンドを実行してインシデント登
録定義ファイルを設定してください。

KAJV1211-E
The incident registration service is currently performing
処理 processing.
インシデント登録サービスが処理処理中です
インシデント登録サービスが起動または停止処理中のため
コマンドの処理ができません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
インシデント登録サービスが起動中の場合は，
jco_spmd_status コマンドで起動を確認した後に
実行してください。インシデント登録サービスが停止
中の場合は，コマンドの処理が実行できません。実行
する場合は，インシデント登録サービスを起動した後
に，コマンドを実行してください。

KAJV1261-I
The status of the incident registration service for ホスト
名 will now be displayed.
ホスト名のインシデント登録サービスの状態を表示します
インシデント登録サービスの状態を表示します。

833

KAJV1262-I 〜 KAJV1905-E

KAJV1262-I

KAJV1902-E

The incident registration service for ホスト名 has
stopped.
ホスト名のインシデント登録サービスは停止しています

The message could not be output to 出力先. (reason = 要
因) (message = メッセージ)
メッセージを出力先に出力できませんでした。要因:要因 (
メッセージ:メッセージ)

インシデント登録サービスは停止しています。

KAJV1263-E
An attempt to acquire the status of the incident
registration service for ホスト名 has failed. (reason = 要
因)
ホスト名のインシデント登録サービスの状態取得に失敗し
ました。要因:要因
インシデント登録サービスの状態が取得できないため，状
態を表示できませんでした。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

表示された出力先にメッセージを出力する際に予期しない
エラーが発生しました。
（S）
メッセージの出力を打ち切り，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1903-E
An attempt to initialize the integrated trace log has
failed. (reason = 要因)
統合トレースログの初期化に失敗しました。要因:要因
統合トレースログの初期化に失敗しました。
（S）

KAJV1801-E
A system error occurred when using the コマンド
command. (reason = 要因)
コマンドでシステムエラーが発生しました。要因:要因
コマンドの処理で続行できないシステムエラーが発生しま
した。
（ S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1901-E
An attempt to create the message (message ID = ID) has
failed. (reason = 要因)
メッセージ(メッセージID:ID)の作成に失敗しました。 要
因:要因
メッセージの作成中に予期しないエラーが発生しました。
（ S）
メッセージの出力を打ち切り，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

統合トレースログにメッセージを出力できません。共
通メッセージログに出力されるメッセージは出力され
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1904-E
The output destination of the message cannot be
acquired. (reason = 要因)
メッセージの出力先が取得できません。要因:要因
メッセージの出力先がリソースから取得できませんでし
た。
（S）
メッセージを OS のログに出力して処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV1905-E
An attempt to acquire the output information for the
message has failed. (reason = 要因)
メッセージの出力情報の取得に失敗しました。要因:要因
メッセージの出力情報がリソースから取得できませんでし
た。
（S）
メッセージを OS のログに出力して処理を続行しま
す。
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（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

5.5.11 相関イベント発行
サービスに関する
メッセージ
（KAJV2001 〜
KAJV3999）
KAJV2002-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The default value (デフォル
ト値) will be used. (valid range = 最小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 範囲：最小値最大値
メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（S ）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV2003-E
A value (設定値) set for common definition information (
共通定義) is invalid. The default value (デフォルト値) will
be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（S ）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を修正してください。

KAJV2004-E
An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The default value (デフォルト値) will be
used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 要因：要因
メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し

ました。
（S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2006-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The value (リロードする前の
値) from before the reload will be used. (valid range = 最
小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。リ
ロードする前の値(リロードする前の値)を使用します。 範
囲：最小値-最大値
メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV2007-E
A value (設定値) set for common definition information (
共通定義) is invalid. The value (リロードする前の値) from
before the reload will be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。リロードする前の値(リロードする前の値)を使用しま
す
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（S）
メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
共通定義情報の値を修正してください。

KAJV2008-E
An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The value (リロードする前の値) from
before the reload will be used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。リ
ロードする前の値(リロードする前の値)を使用します。 要
因：要因
メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。
（S）
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メッセージに表示されたリロードする前の設定値で処
理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2010-E
Common definition information (共通定義) required for
the correlation event generation service has not been set.
相関イベント発行サービスに必要な共通定義情報(共通定
義)が設定されていません
相関イベント発行サービスの起動に必要な共通定義情報が
設定されていません。
（ S）

KAJV2101-I
The correlation event generation service has started.
相関イベント発行サービスを起動しました
相関イベント発行サービスを起動しました。
（S）
処理を続行します。

KAJV2102-I
The correlation event generation service has stopped.
相関イベント発行サービスを停止しました
相関イベント発行サービスを停止しました。
（S）
処理を続行します。

相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
JP1/IM - Manager を再インストールしてください。

KAJV2020-E
The setting for the language code is invalid. English will
be assumed, and processing will continue. (set language
code = 言語コード)
言語コードの設定が不正です。英語を仮定して処理を続行
します。設定された言語コード:言語コード
JP1/IM - Manager でサポートしていない言語コードが環
境変数ファイル（jp1co_env.conf）の LANG に設定さ
れています。
（ S）
言語コードの設定を英語にして処理を続行します。
（O）
環境変数ファイル（jp1co_env.conf）の LANG の
設定を見直してください。

KAJV2021-I
A JP1 event (イベントID) could not be issued. (reason = 要
因)
JP1イベント(イベントID)が発行できませんでした。 要因:
要因

KAJV2103-E
The correlation event generation service has terminated
abnormally.
相関イベント発行サービスが異常終了しました
相関イベント発行サービスが異常終了しました。
（S）
相関イベント発行サービスが異常終了しました。
（O）
統合トレースログまたは共通メッセージログを確認
し，このメッセージの前に出力されているエラーメッ
セージの対処方法に従って対処してください。

KAJV2104-I
A termination request was received from process
management.
プロセス管理から終了要求を受信しました
プロセス管理から停止要求を受信しました。
（S）
相関イベント発行サービスの停止処理を開始します。

KAJV2105-I
A reload request was received from process management.
プロセス管理からリロード要求を受信しました

表示されたイベント ID の JP1 イベントが発行できません
でした。
（ S）
イベントの発行を中止します。

プロセス管理からリロード要求を受信しました。
（S）
相関イベント発行サービスのリロード処理を開始しま
す。

（O）
イベントサービスが起動しているか確認し，起動して
いない場合は，起動してください。
イベントサービスが起動している場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。
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プロセス管理から不正な要求を受信しました。
（S ）
不正な要求を無視して処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2107-E
An attempt to communicate with process management
has failed. (reason = 要因)
プロセス管理との通信に失敗しました。要因:要因
JP1/IM - Manager のプロセス管理プロセスとの通信に失
敗しました。
（S ）

（S）
デフォルトのポート番号で処理を続行します。
（O）
services ファイルにサービス名 jp1imegs が定義
されていることを確認してください。定義されていな
い場合，サービス名 jp1imegs を定義してください。
デフォルトのポート番号は 20383 です。定義されて
いる場合，services ファイルが読み取り可能であ
ることを確認してください。読み取り可能である場
合，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者
に連絡してください。

KAJV2152-E
An attempt to initialize communication processing has
failed. (reason = 要因)
通信処理の初期化に失敗しました。要因:要因

相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

相関イベント発行サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。
（S）
相関イベント発行サービスを停止します。

KAJV2108-I
Reload processing has finished.
リロード処理が完了しました
リロード処理が完了しました。
（S ）
処理を続行します。

KAJV2109-E
The log output function could not be initialized. Data
cannot be output to the integrated trace log and
by-process trace log. (reason = 要因)
ログ出力機能が初期化できませんでした。統合トレースロ
グとプロセス別トレースログに出力できません。要因:要
因
相関イベント発行サービスの起動時にログ出力機能を初期
化できませんでした。
（S ）
処理を続行しますが，共通メッセージログ以外のログ
が出力できません。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2151-E
An attempt to obtain the port number has failed. The
default port number (20383) will be used. (reason = 要因)
ポート番号の取得に失敗しました。デフォルトのポート番
号(20383)を使用します。要因:要因
相関イベント発行サービスが使用するポート番号が取得で
きませんでした。

（O）
ネットワークの設定が誤っているおそれがあります。
統合トレースログまたは共通メッセージログを確認
し，このメッセージの前に出力されているエラーメッ
セージの対処方法に従って対処してください。
ネットワークの設定が誤っていない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

KAJV2153-E
An error occurred while communicating with a
command. (reason = 要因)
コマンドとの通信中にエラーが発生しました。要因:要因
コマンドとの通信中にエラーが発生しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
通信エラーの場合，コマンドを実行中に強制終了して
いないかを確認してください。
強制終了していない場合，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2154-E
Communication processing timed out because the
command (コマンド) did not respond. (timeout time = タ
イムアウト時間)
コマンド(コマンド)が応答しないため通信処理がタイムア
ウトしました 。タイムアウト時間:タイムアウト時間
表示されたコマンドから送られた処理要求を相関イベント
発行サービスが受け付け結果をコマンドに返信しようとし
ましたが，コマンドが応答しないため通信処理がタイムア
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ウトしました。
（ S）
相関イベント発行サービスはコマンドとの接続を切断
し，処理を続行します。
（O）
マネージャーホストが高負荷になっていないかを確認
してください。
高負荷になっていない場合は，資料採取ツールで資料
を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2155-E
The data sent from the command (コマンド) is invalid.
The sent data will be ignored.
コマンド(コマンド)から送信されたデータが不正です。送
信されたデータを無視します
表示されたコマンドから送られたデータが不正でした。
（ S）
相関イベント発行サービスはコマンドから送られた
データを無視して処理を続行します。
（O）
表示されたコマンドの実行を途中で中断していないか
を確認してください。
途中で中断していない場合は，資料採取ツールで資料
を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2156-E
An attempt to initialize communication processing for
the correlation event generation service has failed. (IP
address = IPアドレス, port number = ポート番号, reason
= 要因)
相関イベント発行サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。IPアドレス:IPアドレス ポート番号:ポート番号 要因
:要因

KAJV2161-I
A connection with the event service has been established.
イベントサービスと接続しました
イベントサービスと接続しました。
（S）
処理を続行します。

KAJV2162-I
The connection with the event service has been canceled.
イベントサービスとの接続を切断しました
イベントサービスとの接続を切断しました。
（S）
処理を続行します。

KAJV2163-E
An attempt to establish a connection with the event
service has failed. Another attempt to connect will now
be performed. (reason = 要因)
イベントサービスとの接続に失敗しました。接続をリトラ
イします。要因:要因
イベントサービスとの接続に失敗しました。
（S）
イベントサービスとの接続をリトライします。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動している場合，イベントサービスの設定が正しい
かを確認してください。
正しい場合，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。

KAJV2164-E
相関イベント発行サービスの通信処理の初期化に失敗しま
した。
（ S）
複数 LAN 設定時はエラーが発生した IP アドレスを
無視して処理を続行します。
複数 LAN 以外の場合は，相関イベント発行サービス
を終了します。
（O）
services ファイルに定義されているサービス名
jp1imegs のポート番号がほかのサービスと重複し
ていないことを確認してください。
重複している場合，重複しないようにポート番号を変
更してください。
OS の設定やログを確認し，ネットワークが使用でき
ることを確認してください。
上記が該当しない場合，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。
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An error occurred while connected with the event service.
Processing cannot continue. (reason = 要因)
イベントサービスとの接続中に続行不可能なエラーが発生
しました。要因:要因
イベントサービスとの接続中に続行不可能なエラーが発生
しました
（S）
相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2165-E 〜 KAJV2170-E

KAJV2165-E

KAJV2168-E

An error occurred while communicating with the event
service. The system will try to communicate again.
(reason = 要因)
イベントサービスと通信中にエラーが発生しました。通信
をリトライします。要因:要因

An attempt to update the event acquisition filter failed
because a system error occurred. (reason = 要因)
システムエラーが発生したためイベント取得フィルターの
切り替えに失敗しました。要因:要因

イベントサービスとの通信中にエラーが発生しました。
（S ）

システムエラーが発生したため，イベント取得フィルター
の更新に失敗しました。
（S）

イベントサービスとの通信をリトライします。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認してくださ
い。
起動している場合，イベントサービスの設定が正しい
かを確認してください。
正しい場合，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。

KAJV2166-E
An error occurred while connected with the event service.
Processing cannot continue. (reason = 要因)
イベントサービスとの通信中に続行不可能なエラーが発生
しました。要因:要因

更新前のフィルターで処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2169-E
The received JP1 event could not be stored in memory.
(serial number in the event database for the received JP1
event = イベントDB内通し番号)
受信したJP1イベントをメモリーに格納できませんでし
た。 受信したJP1イベントのイベントDB内通し番号=イ
ベントDB内通し番号
受信した JP1 イベントをメモリーに格納できませんでし
た。

イベントサービスとの通信中に続行不可能なエラーが発生
しました。
（S）

（S）
格納できなかった JP1 イベントをとばして処理を続
行します。

相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2167-E
An attempt to update the event acquisition filter has
failed. (reason = 要因)
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。要因
:要因
イベント取得フィルターの更新に失敗しました。
（S ）
更新前のフィルターで処理を続行します。
（O）
要因が「イベントサービスとの通信中に一時的なエ
ラーが発生しました」の場合，JP1/Base イベント
サービスとの通信でエラーが発生しています。統合ト
レースログを確認し，イベントサービスに問題が発生
していないかを確認してください。
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合，メモ
リーを確保してください。

（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足が発生していない場合は，資料採取ツー
ルで資料を採取し，システム管理者に連絡してくださ
い。

KAJV2170-E
The definition file for the event acquisition filter was not
found.
イベント取得条件定義ファイルが見つかりません
イベント取得条件定義ファイルが見つかりませんでした。
（S）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
相関イベント発行サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
IM - View の [ システム環境設定 ] 画面でイベント取
得条件を設定し直してください。
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KAJV2171-E

KAJV2174-E

An attempt to read the definition file for the event
acquisition filter has failed. (reason = 要因)
イベント取得条件定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。要因:要因

A system error occurred while reading the definition file
for the event acquisition filter. (reason = 要因)
イベント取得条件定義ファイルが不正です。 要因:要因

イベント取得条件定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（ S）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
相関イベント発行サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
要因が「ファイル入出力エラーが発生しました」の場
合，OS のログを確認し，リソース不足が発生してい
ないかを確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2172-E
The correlation event generation service will continue
processing, using the setting to acquire all JP1 events.
相関イベント発行サービスはすべてのJP1イベントを取得
する設定で処理を続行します
イベント取得フィルターの設定に失敗しました。
（ S）
イベント取得フィルターに何も設定していない状態で
処理を続行します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って対処してください。

KAJV2173-E
The correlation event generation service will continue
processing using the event acquisition filter from before
the change.
相関イベント発行サービスは切り替える前のイベント取得
フィルターで処理を続行します
イベント取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（ S）
切り替える前のイベント取得フィルターで処理を続行
します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って対処してください。

イベント取得条件定義ファイルが不正であるため，イベン
ト取得フィルターの設定，または切り替えに失敗しまし
た。
（S）
イベント取得フィルター切り替え時は，切り替える前
のイベント取得フィルターで処理を続行します。
相関イベント発行サービス起動時は，イベント取得
フィルターに何も設定していない状態で処理を続行し
ます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2175-I
The correlation event generation service will acquire all
JP1 events, because the event acquisition filter (for
compatibility) is set.
イベント取得フィルター(互換用)が設定されているため相
関イベント発行サービスはすべてのJP1イベントを取得し
ます
イベント取得フィルター（互換用）が設定されているため
相関イベント発行サービスはすべての JP1 イベントを取
得します。
（S）
処理を続行します。

KAJV2176-E
A system error occurred while reading to the definition
file for the event acquisition filter. (reason = 要因)
イベント取得条件定義ファイルの読み込み中にシステムエ
ラーが発生しました。要因:要因
システムエラーが発生したため，イベント取得条件定義
ファイルの読み込みに失敗しました。
（S）
イベント取得フィルターに何も設定していない状態で
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2177-E
Connection to the event service is not possible because
the permission was not set.
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できません
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
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ためイベントサービスに接続できませんでした。
（S ）
相関イベント発行サービスの起動時に発生した場合
は，イベントを取得できないため相関イベント発行
サービスを停止します。
（O）
JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルの users
パラメーターに * または，SYSTEM（Windows の場
合）
，root（UNIX の場合）を設定して JP1/
Base,JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAJV2178-E
Connection to the event service is not possible because
the permission was not set.
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できません
イベントサービスに接続するための権限が設定されてない
ためイベントサービスに接続できませんでした。イベント
取得フィルターの切り替えに失敗しました。
（S ）
イベント取得フィルターの切り替え時に動時に発生し
た場合は，切り替え前のイベント取得フィルターで処
理を続行します。

KAJV2180-W
The event acquired from the event service will be ignored
because the event contains invalid information. (event
database serial number = イベントDB内通し番号, reason
code = 要因コード)
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視します
イベントDB内通し番号:イベントDB内通し番号 要因コー
ド:要因コード
イベントサービスから取得したイベントに不正な情報が含
まれていました。このため取得したイベントを無視しま
す。
（S）
不正な情報を含むイベントを無視して処理を続行しま
す。
（O）
次の項目を確認してください。
• 要因コードが 3 の場合
イベントの到着時刻が不正です。マネージャーでシ
ステムの時刻を確認し，時刻が正しく設定されてい
るか確認してください。
• 要因コードが 4 の場合
イベントの登録時刻が不正です。イベントが登録さ
れたホストでシステムの時刻を確認し，時刻が正し
く設定されているか確認してください。

（O）
JP1/Base のイベントサーバ設定ファイルの users
パラメーターに * または，SYSTEM（Windows の場
合）
，root（UNIX の場合）を設定して JP1/
Base,JP1/IM - Manager を再起動してください。

KAJV2179-I
The event acquisition filter definition file was read. The
read definitions will be used for processing from the next
received event. (filter name = フィルター名, last received
event = 到着時刻, serial number in event DB = イベント
DB内通し番号)
イベント取得条件定義を読み込みました。次に受信したイ
ベントから読み込んだ定義で処理されます。（フィルター
名:フィルター名，最後に受信したイベント:到着時刻=到
着時刻, イベントDB内通し番号=イベントDB内通し番号）
jcochfilter コマンド，または JP1/IM - View からの操作に
よって，イベント取得条件定義ファイルを読み込みまし
た。表示されるイベント DB 内通し番号で示されるイベン
トの次から，読み込んだ定義の内容でイベント取得処理を
します。相関イベント発行サービスがイベントを受信して
いない場合，到着時刻と番号は "--" になります。
（S）
処理を続行します。

上記で問題がない場合，または上記以外の場合，資料
採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡し
てください。

KAJV2201-E
The system profile of the correlation event generation
service was not found. The default value will be used.
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルが見つ
かりません。デフォルト値を使用します
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルが見つ
かりません。
（S）
デフォルト値で動作します。
（O）
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルを
作成してください。

KAJV2202-E
A setting (設定項目名) for the system profile of the
correlation event generation service has not been set.
The default value (デフォルト値) will be used.
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルに設定
項目(設定項目名)が設定されていません。デフォルト値(デ
フォルト値)を使用します
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルに設定
項目が設定されていません。
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（ S）
デフォルト値で動作します。
（O）
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルに
設定項目を設定してください。

KAJV2203-E
The value (設定値) set for a setting (設定項目) in the
system profile of the correlation event generation service
is invalid. The default value (デフォルト値) will be used.
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルの設定
項目(設定項目)に設定された値(設定値)が不正です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルの表示
された設定項目の値が不正です。
（ S）
デフォルト値で動作します。
（O）
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルの
表示された設定項目の値を正しく設定してください。

KAJV2204-E
An attempt to read the system profile of the correlation
event generation service has failed. The default value
will be used. (reason = 要因)
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルの読み
込みに失敗しました。デフォルト値を使用します。要因:
要因
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルの読み
込みに失敗しました。
（ S）

絡してください。

KAJV2231-I
The correlation event generation definition file will now
be read. (file name = ファイル名)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）を読み込み
ます
相関イベント発行定義ファイルを読み込みます。
（S）
処理を続行します。

KAJV2232-I
The read definitions will be used for processing from the
next received JP1 event. (number of definitions = 有効な
定義数/ファイル内の全定義数, time of last received event
= 到着時刻, serial number in the event database = イベン
トDB内通し番号)
次に受信したJP1イベントから読み込んだ相関イベント発
行定義で処理されます。(定義数:有効な定義数/ファイル内
の全定義数，最後に受信したイベント:到着時刻=到着時
刻，イベントDB内通し番号=イベントDB内通し番号)
jcoegschange コマンドによって相関イベント発行定義
ファイルを読み込みました。表示されるイベント DB 内通
し番号で示されるイベントの次から読み込んだ相関イベン
ト発行定義の内容で相関イベント発行処理をします。
（S）
処理を続行します。

KAJV2233-I
The correlation event generation definition has not been
applied.
相関イベント発行定義が適用されていません

デフォルト値で動作します。
（O）
相関イベント発行サービスのシステムプロファイルが
読み込み可能かを確認してください。
読み込み可能な場合，資料採取ツールで資料を採取
し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2210-E
An attempt to switch the event acquisition filter failed
because the event database contains an invalid event.
イベントDBに不正なイベントが含まれているためイベン
ト取得フィルターの変更に失敗しました

相関イベント発行定義が適用されていません。
（S）
処理を続行します。
（O）
相関イベント発行機能を使用する場合は，相関イベン
ト発行定義ファイルを作成し，jcoegschange コマ
ンドを使用して適用してください。

KAJV2234-I
The correlation event generation function has stopped.
相関イベント発行機能を停止しました

イベント DB に不正なイベントが含まれているためイベン
ト取得フィルターの変更に失敗しました。
（ S）
変更前のイベント取得フィルターで処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
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相関イベント発行機能を停止しました。
（S）
処理を停止します。

KAJV2235-E 〜 KAJV2243-I

KAJV2235-E

KAJV2239-E

The correlation event generation definition file was not
found. (file name = ファイル名)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）が見つかり
ません

An attempt to read the correlation event generation
definition file has failed. (file name = ファイル名, reason
= 要因)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）の読み込み
に失敗しました。要因:要因

相関イベント発行定義ファイルが見つかりません。
（S ）
処理を続行します。
（O）
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発
行定義を再度定義してください。

KAJV2236-E
There is an error in the contents of the correlation event
generation definition file. (file name = ファイル名, line =
行番号, incorrect contents = 不正内容)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）の記載内容
に間違いがあります。行番号:行番号 不正内容:不正内容
相関イベント発行定義ファイルの内容に誤りがあります。

相関イベント発行定義ファイルの読み込みに失敗しまし
た。
（S）
処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2240-E
Event correlation processing will continue using the
correlation event generation definitions from before the
update, because an attempt to update the definitions
failed.
相関イベント発行定義の更新に失敗したため，更新前の相
関イベント発行定義で相関イベント発行処理を続行します

（S）
相関イベント発行定義を変更しないで処理を続行しま
す。
（O）
不正内容から要因を特定し，相関イベント発行定義を
見直してください。
要因を取り除いてから jcoegschange コマンドを使
用して相関イベント発行定義を再度定義してくださ
い。
再度実行してもエラーが発生する場合は，JP1/IM Manager の資料採取ツールを使用して資料を採取し，
システム管理者に連絡してください。

KAJV2238-E
An attempt to read the correlation event generation
definition file failed because a file I/O error occurred. (file
name = ファイル名)
ファイル入出力エラーが発生したため，相関イベント発行
定義ファイルの読み込み（ファイル名）に失敗しました
ファイル入出力エラーのため相関イベント発行定義ファイ
ルの読み込みに失敗しました。
（S）
処理を続行します。
（O）
OS のファイル入出力が過負荷状態になっていないこ
とを確認してください。
過負荷状態になっていない場合は，資料採取ツールで
資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

相関イベント発行定義ファイルの更新に失敗しました。
（S）
更新前の相関イベント発行定義で相関イベント発行処
理を続行します。
（O）
このメッセージの直前に出力されるメッセージの対処
方法に従って対処してください。

KAJV2242-I
The correlation event generation definition file has been
read, and the definitions for the correlation event
generation function have been updated. (file name = ファ
イル名)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）を読み込
み，相関イベント発行機能に反映しました
相関イベント発行定義ファイルを読み込み，相関イベント
発行機能に反映しました。

KAJV2243-I
The correlation event generation function has been
restarted.
相関イベント発行機能を再開しました
相関イベント発行機能を再開しました。
（S）
処理を続行します。
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KAJV2244-I 〜 KAJV2251-E

KAJV2244-I
The correlation event generation definition storage file
will now be read.
相関イベント発行定義保存ファイルを読み込みます
相関イベント発行サービスが相関イベント発行定義保存
ファイルを読み込みます。
（ S）
処理を続行します。

KAJV2245-E
The correlation event generation definition storage file
was not found.
相関イベント発行定義保存ファイルが見つかりません

（O）
OS のファイル入出力が過負荷状態になっていないこ
とを確認してください。過負荷状態になっていない場
合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管理
者に連絡してください。

KAJV2249-E
An attempt to read the correlation event generation
definition storage file has failed. (reason = 要因)
相関イベント発行定義保存ファイルの読み込みに失敗しま
した。要因:要因
相関イベント発行定義保存ファイルの読み込みに失敗しま
した。
（S）

相関イベント発行定義保存ファイルが見つかりませんでし
た
（ S）
相関イベント発行定義を設定していない状態で処理を
続行します。
（O）
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発
行定義を再度反映してください。

KAJV2246-E
An incorrect definition was detected because the
correlation event generation definition storage file is
corrupt. (line = 行番号, incorrect contents = 不正内容)
相関イベント発行定義保存ファイルが壊れているため定義
不正が検出されました。 行番号:行番号 不正内容:不正内容

相関イベント発行定義を設定していない状態で処理を
続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2250-I
The correlation event generation definition storage file
has been read, and the definitions for the correlation
event generation function have been updated.
相関イベント発行定義保存ファイルを読み込み，相関イベ
ント発行機能に反映しました
相関イベント発行定義保存ファイルを読み込みました
（S）
処理を続行します。

相関イベント発行定義保存ファイルが壊れているため定義
不正が検出されました。
（ S）
不正個所を無視して処理を続行します。
相関イベント発行条件に不正がある場合は，不正のあ
る相関イベント発行条件を無視して処理を続行しま
す。
（O）
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発
行定義を再度反映してください。

KAJV2248-E
An attempt to read the correlation event generation
definition storage file failed because a file I/O error
occurred.
ファイル入出力エラーが発生したため，相関イベント発行
定義保存ファイルの読み込みに失敗しました
ファイル入出力エラーが発生したため，相関イベント発行
定義保存ファイルの読み込みに失敗しました。
（ S）
相関イベント発行定義を設定していない状態で処理を
続行します。
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KAJV2251-E
The size of the correlation event generation definition file
(ファイル名) exceeds the upper limit (最大値 MB).
相関イベント発行定義ファイル(ファイル名)のファイルサ
イズが最大値(最大値MB)を超えています
相関イベント発行定義ファイルのファイルサイズが最大値
を超えています。
（S）
相関イベント発行定義を変更せずに処理を続行しま
す。
（O）
指定した相関イベント発行定義ファイルの内容に余分
なコメントや冗長な定義などがないか見直し，
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発
行定義を再度反映してください。

KAJV2252-E 〜 KAJV2304-E

KAJV2252-E
The size of the correlation event generation definition
storage file exceeds the upper limit (最大値 MB).
相関イベント発行定義保存ファイルのファイルサイズが最
大値(最大値MB)を超えています
相関イベント発行定義保存ファイルのファイルサイズが最
大値を超えています。
（S ）
相関イベント発行定義を設定していない状態で処理を
続行します。
（O）
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発
行定義を再度定義してください。

KAJV2301-W
A JP1 event (event ID = イベントID, serial number in the
event database = イベントDB内通し番号) could not be
correlated because the correlation event generation
condition (相関イベント発行条件名) has already
correlated 最大数 pairs of JP1 events.
相関イベント発行条件(相関イベント発行条件名)はすでに
最大数組のJP1イベントを相関しているためJP1イベント(
イベントID=イベントID，イベントDB内通し番号=イベン
トDB内通し番号)を相関できませんでした
一つの相関条件は同時相関数（CORRELATION_NUM）で指
定した数（指定しない場合 10）の組の JP1 イベントを同
時に相関できます。
メッセージに表示された発行条件がすでに最大数組の
JP1 イベントを相関しているため，受信した JP1 イベン
トに対する発行処理ができませんでした。
（S）
処理を続行します。
（O）
発行条件を見直してください。
• タイムアウト時間が不要に長く設定されていないか
を確認してください。
• イベント条件の組み合わせが正しいことを確認して
ください。

KAJV2302-E
The event (serial number in the event database = イベン
トDB内通し番号) conforming to the correlation event
generation condition (correlation event generation
condition name = 発行条件名) could not be correlated.
(reason = 要因)
相関イベント発行条件(発行条件名:発行条件名)に合致した
イベント(イベントDB内通し番号:イベントDB内通し番号)
を相関できませんでした。 要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）

要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2303-E
The correlation event generation condition (condition
name = 相関イベント発行条件名, correlation number = 発
行処理番号) changed to the correlating state, but
correlation processing was cancelled because a system
error occurred. (reason = 要因)
相関イベント発行条件(相関イベント発行条件名:相関イベ
ント発行条件名，発行処理番号:発行処理番号)が相関状態
になりましたが，システムエラーが発生したため発行処理
を中断しました。 要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2304-E
The correlation event generation condition (condition
name = 相関イベント発行条件名, correlation number = 発
行処理番号) exceeded the timeout time, but a system
error occurred during timeout processing. (reason = 要因)
相関イベント発行条件(発行条件名:相関イベント発行条件
名，発行処理番号:発行処理番号)がタイムアウト時間を過
ぎましたが，タイムアウト処理中にシステムエラーが発生
しました。要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
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KAJV2305-E 〜 KAJV2311-E

メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2305-E
The correlation event generation condition (condition
name = 相関イベント発行条件名, correlation number = 発
行処理番号) changed to the 相関状態 state, but a system
error occurred while registering an JP1 event. (reason =
要因)
相関イベント発行条件(発行条件名:相関イベント発行条件
名，発行処理番号:発行処理番号)が相関状態になりました
が，JP1イベントを登録中にシステムエラーが発生しまし
た。要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（ S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2308-E
The correlation event generation condition (condition
name = 相関イベント発行条件名, correlation number = 発
行処理番号) changed to the 相関状態 state, but a system
error occurred while outputting to the correlation event
generation history. (reason = 要因)
相関イベント発行条件(相関イベント発行条件名:相関イベ
ント発行条件名，発行処理番号:発行処理番号)が相関状態
になりましたが，相関イベント発行履歴への出力中にシス
テムエラーが発生しました。要因:要因

KAJV2309-W
The correlation event generation condition (condition
name = 相関イベント発行条件名, correlation number = 発
行処理番号) changed to the 相関状態 state, but the
correlation data being processed could not be deleted
from memory. (reason = 要因)
相関イベント発行条件(相関イベント発行条件名:相関イベ
ント発行条件名，発行処理番号:発行処理番号)が相関状態
になりましたが，メモリーから相関イベント発行処理中の
データを削除することができませんでした。要因:要因
相関イベント発行処理中にエラーが発生しましたため，表
示された発行条件とイベントに対する発行処理ができませ
んでした。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2310-E
A system error occurred while deleting a correlation
event generation condition during correlation.
Information on the trigger for deleting the correlation
event generation condition cannot be correctly output to
the history file. (reason = 要因)
相関イベント発行処理中の相関イベント発行条件を削除す
るときにシステムエラーが発生しました。相関イベント発
行条件を削除する契機情報が履歴ファイルに正しく出力で
きません。要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）
処理を続行します。

相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（ S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。
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（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2311-E
Information from when the correlation event generation
service was stopped could not be saved. (unsaveable
information = 保存できなかった情報, reason = 要因)
相関イベント発行サービスの停止時の情報を保存すること
ができませんでした。保存できなかった情報=保存できな
かった情報 要因:要因
相関イベント発行サービスの停止時に，停止状態を保存す
ることができませんでした。
次回起動時に表示された情報を引き継ぐことができませ

KAJV2312-E 〜 KAJV2320-E

（S）

ん。
（S ）
停止処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2312-E
Information from the last termination could not be
restored. (unrestorable information = 復元できない情報,
reason = 要因)
前回停止時の情報を復元することができません。復元でき
ない情報=復元できない情報 要因:要因
前回相関イベント発行サービスを停止したときの情報を復
元することができませんでした。

要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2315-E
A system error occurred during processing for a
correlation that was not established. (reason = 要因)
相関の不成立処理でシステムエラーが発生しました。 要
因:要因

（S）
起動処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2313-E
A system error occurred while correlating an event using
the correlation event generation condition. (serial
number in the event database = イベントDB内通し番号,
condition name = 相関イベント発行条件名, reason = 要因)
相関イベント発行条件(相関イベント発行条件名:相関イベ
ント発行条件名)でイベント(イベントDB内通し番号:イベ
ントDB内通し番号)を相関イベント発行処理中にシステム
エラーが発生しました。要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2314-E
A system error occurred during timeout processing for
the data being correlated. (reason = 要因)
相関イベント発行処理中データのタイムアウト処理中にシ
ステムエラーが発生しました。 要因:要因

相関の不成立処理でシステムエラーが発生しました。
（S）
要因が「メモリー不足が発生しました」の場合は，処
理を続行します。
要因が上記以外の場合は，発行処理が続行できないた
め，相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
メモリー不足が発生していないか確認してください。
メモリー不足が発生している場合は，メモリーを確保
してください。
メモリー不足以外の場合は，資料採取ツールで資料を
採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2320-E
The correlation event could not be generated. (reason =
要因, event ID = イベントID, condition name = 相関イベン
ト発行条件名, correlation number = 発行処理番号)
相関イベントが発行できませんでした。 要因:要因 イベン
トID:イベントID 相関イベント発行条件名:相関イベント発
行条件名 発行処理番号:発行処理番号
相関イベントが発行できませんでした。
（S）
イベントの発行を中止します。
（O）
イベントサービスが起動しているか確認し，起動して
いない場合は起動してください。
イベントサービスが起動している場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡してく
ださい。

相関イベント発行処理中データのタイムアウト処理中にシ
ステムエラーが発生しました。
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KAJV2321-E 〜 KAJV2402-E

KAJV2321-E
An attempt to create a correlation event has failed.
(attribute name = 属性名, reason = 要因)
相関イベントの作成に失敗しました。属性名：属性名
因：要因

れなかったため，イベント相関情報が存在しません。
（S）
要

相関イベントの作成に失敗しました。
（ S）
イベントの発行を中止します。
（O）
相関イベント発行定義の SUCCESS_EVENT に設定
した属性値の定義が属性値の最大長を超えていないか
確認してください。

相関イベント発行サービス起動時の起動オプションの
設定にかかわらず，cold スタートと同様の動作で処
理を開始します。
（O）
統合トレースログを確認し，相関イベント発行サービ
スのエラーメッセージ（KAJV2001 〜 KAJV3999 の
エラーメッセージ）が出力されているか確認してくだ
さい。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。
出力されていない場合は，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV2322-W
A JP1 event (event ID = イベントID, serial number in the
event database = イベントDB内通し番号) could not be
correlated because the number of correlated JP1 event
pairs has reached the upper limit (20,000).
相関中のJP1イベントの組が上限(20000組)に達している
ためJP1イベント（イベントID=イベントID，イベント
DB内通し番号=イベントDB内通し番号）を相関できませ
んでした
相関中の JP1 イベントの組が上限（20,000 組）に達しま
した。
（ S）
イベント条件に一致する JP1 イベントが新たに発行
された場合，相関を行わないで処理を続行します。
すでに発行処理中の JP1 イベントの組は相関されま
す。
このメッセージは相関中の JP1 イベントの組が上限
に達したときに出力されたあと，相関中の JP1 イベ
ントの組が 16,000 組以下になるまでは再度出力され
ません。
（O）
発行処理中の JP1 イベントをすべてクリアする場合
は，次のどれかの操作をしてください。
• jcoegschange コマンドを実行し，相関イベント
発行定義を反映し直す。
• 相関イベント発行サービスの起動オプションを
cold に設定して，JP1/IM - Manager を再起動す
る。
• jcoegsstop コマンドを実行して相関イベントの
発行処理を停止したあと，jcoegsstart コマンド
を実行し，発行処理を再開する。

KAJV2324-E
There is no event correlation information for when the
correlation event generation service stopped.
相関イベント発行サービス停止時のイベント相関情報が存
在しません
相関イベント発行サービス停止時に正しく終了処理が行わ
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KAJV2401-E
The correlation event generation history file could not be
created. The history cannot be output.
相関イベント発行履歴ファイルを作成できませんでした。
相関イベント発行履歴を出力することができません
相関イベント発行履歴ファイルを作成できませんでした。
相関イベント発行履歴を出力できません。
（S）
相関イベント発行履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
相関イベント発行履歴ファイルを入れるディレクトリ
に書き込み権限が設定されているかを確認してくださ
い。
書き込み権限がある場合，メモリやファイルディスク
リプタなどの OS のリソースが不足していないか確認
してください。

KAJV2402-E
A system error occurred while outputting the correlation
event generation history. (reason = 要因)
相関イベント発行履歴の出力中にシステムエラーが発生し
ました。要因:要因
相関イベント発行履歴の出力中にシステムエラーが発生し
たため相関イベント発行履歴を出力できませんでした。
（S）
相関イベント発行履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2403-E 〜 KAJV2905-E

KAJV2403-E
An I/O error occurred while outputting the correlation
event generation history.
相関イベント発行履歴の出力中に入出力エラーが発生しま
した
相関イベント発行履歴の出力中に入出力エラーが発生した
ため発行履歴を出力できませんでした。
（S ）
相関イベント発行履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）
相関イベント発行履歴ファイルに書き込み権限が設定
されているかを確認してください。
書き込み権限がある場合，メモリやファイルディスク
リプタなどの OS のリソースが不足していないか確認
してください。

KAJV2404-E
A memory shortage occurred while outputting the
correlation event generation history.
相関イベント発行履歴の出力中にメモリー不足が発生しま
した
相関イベント発行履歴の出力中にメモリー不足が発生した
ため相関イベント発行履歴を出力できませんでした。
（S ）
相関イベント発行履歴を出力しないで処理を続行しま
す。
（O）

ました。
（S）
相関イベント発行サービスを強制終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2903-E
Processing cannot continue because an error occurred
while the correlation event generation service was
starting. (reason = 要因)
相関イベント発行サービスの起動中に続行不可能なエラー
が発生しました。要因:要因
相関イベント発行サービスの起動中に続行不可能なエラー
が発生しました。
（S）
相関イベント発行サービスを停止します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2904-E
An error occurred while the correlation event generation
service was stopping. The correlation event generation
service cannot terminate normally. A forced termination
will now be performed. (reason = 要因)
相関イベント発行サービスの停止中にエラーが発生しまし
た。相関イベント発行サービスを正常に終了することがで
きません。強制終了します。 要因:要因

OS のログを確認し，メモリが不足していないか確認
してください。
メモリが不足している場合，メモリを確保してくださ
い。

KAJV2901-E
A system error occurred. (reason = 要因)
システムエラーが発生しました。要因:要因
システムエラーが発生しました。
（S ）
エラーの発生した処理を打ち切ります。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2902-E
An error occurred during an abnormal termination of the
correlation event generation service. The service will now
be forced to terminate. (reason = 要因)
相関イベント発行サービスの異常終了時にエラーが発生し
ました。強制終了します。 要因:要因

相関イベント発行サービスの停止時にエラーが発生しまし
た。
（S）
相関イベント発行サービスを強制終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV2905-E
A system error occurred while correlating an event using
the correlation event generation condition. (serial
number in the event database = イベントDB内通し番号,
generation condition name = 発行条件名, reason = 要因)
発行条件(発行条件名:発行条件名)でイベント(イベントDB
内通し番号:イベントDB内通し番号)を相関イベント発行処
理中にシステムエラーが発生しました。要因:要因
相関イベント発行処理中にシステムエラーが発生しまし
た。
（S）
発行処理が続行できないため，相関イベント発行サー
ビスを停止します。

相関イベント発行サービスの異常終了時にエラーが発生し
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KAJV3002-E 〜 KAJV3024-E

（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3002-E
A value set for common definition information (共通定義
) is outside the valid range. The default value (デフォル
ト値) will be used. (valid range = 最小値 to 最大値)
共通定義情報(共通定義)に設定された値が範囲外です。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 範囲:最小値-最
大値

KAJV3010-E
Common definition information (共通定義) required for
the コマンド command has not been set.
コマンドに必要な共通定義情報(共通定義)が設定されてい
ません
コマンドの起動に必要な共通定義情報が設定されていませ
ん。
（S）
デフォルト値で動作します。
（O）

メッセージに表示された共通定義情報に，範囲外の値が設
定されています。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を表示された範囲で設定してくださ
い。

KAJV3003-E
A value set (設定値) for common definition information (
共通定義) is invalid. The default value (デフォルト値) will
be used.
共通定義情報(共通定義)に設定された値(設定値)が不正で
す。デフォルト値(デフォルト値)を使用します
メッセージに表示された共通定義情報の値に誤りがありま
す。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
共通定義情報の値を修正してください。

KAJV3004-E
An attempt to read common definition information (共通
定義) has failed. The default value (デフォルト値) will be
used. (reason = 要因)
共通定義情報(共通定義)の読み込みに失敗しました。デ
フォルト値(デフォルト値)を使用します。 要因:要因
メッセージに表示された共通定義情報の読み込みに失敗し
ました。
（ S）
メッセージに表示されたデフォルトの値で処理を続行
します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

JP1/IM - Manager を再インストールしてください。

KAJV3021-E
An unsuitable parameter (引数) has been specified.
不適切な引数(引数)が指定されています
不適切な引数が指定されています。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数を見直して再度実行してください。

KAJV3022-E
The parameter (引数) value has not been specified.
引数(引数)の値が指定されていません
表示された引数に必要な値が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数に値を指定して再度実行してください。

KAJV3023-E
The parameter (引数) value is invalid.
引数(引数)の値が不正です
表示された引数に指定した値が不正です。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数に正しい値を指定して再度実行してください。

KAJV3024-E
Duplicated parameters (引数) cannot be specified.
引数(引数)は重複して指定できません
表示された引数は重複して指定することはできません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
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KAJV3025-E 〜 KAJV3102-E

（O）
引数を見直して再度実行してください。

KAJV3025-E
Parameters (引数1, 引数2) cannot be simultaneously
specified.
引数(引数1，引数2)は同時に指定できません
表示された引数は同時に指定することはできません。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
引数を見直して再度実行してください。

KAJV3026-E
Specify the parameter (引数).
引数(引数)を指定してください
必須の引数が指定されていません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
表示された引数を指定してください。

KAJV3027-E
An unsuitable logical host name has been specified.
不適切な論理ホスト名が指定されています

KAJV3041-E
A processing timeout occurred because the correlation
event generation service did not respond.
相関イベント発行サービスが応答しないため処理がタイム
アウトしました
相関イベント発行サービスが応答しないためコマンドの処
理がタイムムアウトしました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
相関イベント発行サービスまたは OS が過負荷状態に
なっているおそれがあります。時間をおいて再度コマ
ンドを実行してください。

KAJV3042-E
An attempt to establish a connection with the correlation
event generation service has failed. Check whether the
event correlation service is running.
相関イベント発行サービスとの接続に失敗しました。相関
イベント発行サービスが起動しているか確認してください
相関イベント発行サービスとの接続に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
相関イベント発行サービスが起動しているかを確認し
てください。

存在しないホスト名か，JP1_DEFAULT が指定されてい

KAJV3101-E

ます。

An I/O error occurred while communicating with the
correlation event generation service.
相関イベント発行サービスとの通信で入出力エラーが発生
しました

（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
論理ホスト名を見直して再度実行してください。

KAJV3040-E
You do not have execution permission.
実行権限がありません
コマンドを実行するための権限がありません。
（S ）

相関イベント発行サービスとの通信中に入出力エラーが発
生し，通信に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
相関イベント発行サービスでエラーが発生していない
かを，統合トレースログで確認してください。
確認後，再度コマンドを実行してください。

コマンドの処理を終了します。
（O）
実行するコマンドを使用できる実行権限を持ったユー
ザーでログインし直して，再度実行してください。

KAJV3102-E
Invalid data was received from the correlation event
generation service.
相関イベント発行サービスから不正なデータを受信しまし
た
相関イベント発行サービスから不正なデータを受信しまし
た。
（S）
コマンドの処理を終了します。
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KAJV3201-I 〜 KAJV3212-E

（O）
相関イベント発行サービスでエラーが発生していない
かを，統合トレースログで確認してください。
確認後，再度コマンドを実行してください。

KAJV3201-I
The correlation event generation definition file (ファイル
名) has been read, and the definitions for the correlation
event generation function on (ホスト名) have been
updated.
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）を読み込
み，ホスト名の相関イベント発行機能に反映しました
メッセージに表示されたホストの相関イベント発行定義
ファイルを読み込み，相関イベント発行機能を稼働状態に
しました。

KAJV3205-E
There is an invalid definition in the correlation event
generation definition.
相関イベント発行定義に不正な定義があります
相関イベント発行定義に不正な定義があります。

メモリー不足が発生していないか確認してくださ
い。メモリー不足が発生している場合は，メモリー
を確保してください。
メモリー不足が発生していない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡して
ください。
• 上記以外の場合
統合トレースログを確認し，相関イベント発行サー
ビスのエラーが出力されていないかを確認してくだ
さい。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従って対処してください。

KAJV3209-E
The correlation event generation definition file for ホスト
名 was not found. (file name = ファイル名)
ホスト名の相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）
が見つかりません
相関イベント発行定義ファイルが見つかりません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）

（ S）
コマンドの処理を続行します。

jcoegschange コマンドを実行し，再度相関イベン
ト発行定義ファイルを設定してください。

（O）
統合トレースログに出力されるメッセージに従って，
不正個所を修正してください。

KAJV3206-E
An attempt to update the correlation event generation
definition for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名の相関イベント発行定義の更新に失敗しました。
要因:要因
相関イベント発行サービスでエラーが発生したため相関イ
ベント発行定義の更新に失敗しました。
（ S）
相関イベント発行サービスは更新操作前の状態で処理
を続行します。
（O）
• 「他のコマンドが実行中です」
jcoegschange コマンドが相関イベント発行定義
ファイルを変更しているか，jcoegsstatus コマ

KAJV3211-E
The correlation event generation service is currently
performing 処理 processing.
相関イベント発行サービスが処理処理中です
相関イベント発行サービスが起動または停止処理中のため
コマンドの処理ができません。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
相関イベント発行サービスが起動中の場合は，
jco_spmd_status で起動を確認した後に実行して
ください。相関イベント発行サービスが停止中の場合
は，コマンドの処理が実行できません。実行する場合
は，相関イベント発行サービスを起動した後に，コマ
ンドを実行してください。

KAJV3212-E

ンドが相関イベント発行定義ファイルを参照してい
るため，処理をリトライしましたが反映することが
できませんでした。再度実行してください。
• 「入出力エラーが発生しました」
Windows の場合は Windows イベントログ，UNIX

Inappropriate characters were specified in the
correlation event generation definition file name.
指定された相関イベント発行定義ファイル名に不適切な文
字が使用されています。

の場合は syslog ファイルを確認し，ファイル容量

指定された相関イベント発行定義ファイル名に不適切な文
字が使用されています。

不足やファイル入出力に関する OS のエラーが発生
していないか確認してください。
発生していない場合は，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。
• 「メモリー不足が発生しました」
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（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）

KAJV3214-E 〜 KAJV3263-E

指定したファイル名に不適切な文字（英数字とアン
ダーバー「_」以外の文字）が使用されていないか確
認してください。

KAJV3214-E
The extension of the specified correlation event
generation definition file is not conf.
指定された相関イベント発行定義ファイルの拡張子がconf
ではありません
指定された相関イベント発行定義ファイルの拡張子が
conf ではありません
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3217-E
The size of the correlation event generation definition file
(ファイル名) exceeds the upper limit (最大値 MB).
相関イベント発行定義ファイル(ファイル名)のファイルサ
イズが最大値(最大値MB)を超えています
相関イベント発行定義ファイルのファイルサイズが最大値
を超えています。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定した相関イベント発行定義ファイルの内容に余分
なコメントや冗長な定義などがないか見直し，再度実
行してください。

（O）
相関イベント発行定義ファイル名には拡張子 conf を

KAJV3261-I

付けてください。

The status of the correlation event generation service for
ホスト名 will now be displayed.
ホスト名の相関イベント発行サービスの状態を表示します

KAJV3215-E
The directory cannot be specified for a correlation event
generation definition file.
相関イベント発行定義ファイルにディレクトリは指定でき
ません
相関イベント発行定義ファイルにディレクトリは指定でき
ません

相関イベント発行サービスの状態を表示します。

KAJV3262-I
The correlation event generation service for ホスト名 has
stopped.
ホスト名の相関イベント発行サービスは停止しています

（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
相関イベント発行定義ファイルの格納パスに格納され
たファイルのファイル名を指定してください。

KAJV3216-E
An invalid file name was specified for the correlation
event generation definition file.
相関イベント発行定義ファイル名に無効なファイル名が指
定されました
無効なファイル名のため読み込むことができません。
Windows では，拡張子 conf を除いたファイル名が以下
のファイルは使用できません。
「CON,PRN,AUX,NUL,COM1, COM2, COM3, COM4,
COM5, COM6, COM7, COM8, COM9,LPT1, LPT2,
LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9」
（例）CON.conf, PRN.conf
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定した相関イベント発行定義ファイル名を見直し，
再度実行してください。

相関イベント発行サービスは停止しています。
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3263-E
An attempt to acquire the status of the correlation event
generation service for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名の相関イベント発行サービスの状態取得に失敗し
ました。要因:要因
相関イベント発行サービスの状態が取得できないため，状
態を表示できませんでした。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
要因メッセージごとに次のように対処してください。
• 「他のコマンドが実行中です」
jcoegschange コマンドで相関イベント発行定義
ファイルを変更しているか，jcoegsstatus コマ
ンドが相関イベント発行定義ファイルを参照してい
るため，処理をリトライしましたが参照することが
できませんでした。再度実行してください。
• 「入出力エラーが発生しました」
Windows の場合は Windows イベントログ，UNIX
の場合は syslog ファイルを確認し，ファイル容量
不足やファイル入出力に関する OS のエラーが発生
していないか確認してください。発生していない場
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KAJV3281-I 〜 KAJV3292-E

合は，資料採取ツールで資料を採取し，システム管
理者に連絡してください。
• 上記以外の場合
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に
連絡してください。

KAJV3281-I
The correlation event generation definition for ホスト名
will now be displayed.
ホスト名の相関イベント発行定義を表示します
相関イベント発行定義を表示します。

KAJV3282-E
An attempt to obtain the correlation event generation
definition for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名の相関イベント発行定義の取得に失敗しました。
要因:要因

過負荷状態になっていない場合は，資料採取ツールで
資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV3285-I
Operations will continue while ignoring an invalid
correlation event generation definition of ホスト名.
ホスト名の相関イベント発行定義に不正があるため，不正
な相関イベント発行条件を無視して動作しています
相関イベント発行機能に反映している相関イベント発行定
義が壊れたため，不正になっている条件があります。
相関イベント発行機能は，不正な相関イベント発行条件を
無視して動作しています。
（S）
処理を続行します。
（O）
jcoegschange コマンドを実行して相関イベント発
行定義を再度反映してください。

相関イベント発行条件の状態が取得できないため，相関イ
ベント発行条件の状態を表示できませんでした。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3283-I
The correlation event generation definition for ホスト名
has not been defined.
ホスト名の相関イベント発行定義は定義されていません

KAJV3286-E
The size of the correlation event generation definition
storage file exceeds the upper limit (最大値 MB).
相関イベント発行定義保存ファイルのファイルサイズが最
大値(最大値MB)を超えています
相関イベント発行定義保存ファイルのファイルサイズが最
大値を超えています。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
jcoegschange コマンドを使用して相関イベント発

相関イベント発行定義は定義されていません。
（ S）
処理を続行します。
（O）
相関イベント発行定義を定義してください。

KAJV3284-I
Operations will proceed without a set correlation event
generation definition because an attempt to read the
correlation event generation definition for ホスト名 has
failed.
ホスト名の相関イベント発行定義の読み込みに失敗したた
め，相関イベント発行定義を設定していない状態で動作し
ています
相関イベント発行定義の読み込みに失敗したため，相関イ
ベント発行定義を設定していない状態で動作しています
（ S）
処理を続行します。
（O）
OS のファイル入出力が過負荷状態になっていないこ
とを確認してください。
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行定義を再度定義してください。

KAJV3291-I
The correlation event generation function for ホスト名
has restarted.
ホスト名の相関イベント発行機能を再開しました
相関イベント発行機能を再開しました。
（S）
処理を続行します。

KAJV3292-E
An attempt to restart the correlation event generation
function for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名の相関イベント発行機能の再開に失敗しました。
要因：要因
相関イベント発行機能の再開に失敗しました。
（S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
メッセージに出力される次の要因に従って対処してく

KAJV3293-W 〜 KAJV3314-E

ださい。
• 要因が「メモリー不足が発生しました」の場合，メ
モリー不足が発生していないかどうか確認してくだ
さい。メモリー不足が発生している場合はメモリー
を確保してください。メモリー不足が発生していな
い場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。
• 要因が上記以外の場合，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV3293-W
The correlation event generation function for ホスト名
has already started.
ホスト名の相関イベント発行機能はすでに開始しています
相関イベント発行機能はすでに開始しています。
（S ）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3301-I
The correlation event generation function for ホスト名
has stopped.
ホスト名の相関イベント発行機能を停止しました
相関イベント発行機能を停止しました。
（S ）
処理を続行します。

KAJV3302-E
An attempt to stop of the correlation event generation
function for ホスト名 has failed. (reason = 要因)
ホスト名の相関イベント発行機能の停止に失敗しました。
要因：要因

（S）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3311-I
The content of the correlation event generation definition
file (ファイル名) will now be checked.
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）の内容を
チェックします。
相関イベント発行定義ファイルの内容をチェックします。
（S）
処理を続行します。

KAJV3312-I
No mistakes were found in the content of the correlation
event generation definition file (ファイル名).
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）の内容に誤
りは見つかりませんでした。
相関イベント発行定義ファイルの内容に誤りはありません
でした。
（S）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3313-E
There is an invalid definition in the correlation event
generation definition.
相関イベント発行定義に不正な定義があります
相関イベント発行定義に不正な定義があります。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）

相関イベント発行機能の停止に失敗しました。
（S ）
コマンドの処理を終了します。
（O）
メッセージに出力される次の要因に従って対処してく
ださい。
• 要因が「メモリー不足が発生しました」の場合，メ
モリー不足が発生していないかどうか確認してくだ
さい。メモリー不足が発生している場合はメモリー
を確保してください。メモリー不足が発生していな
い場合は，資料採取ツールで資料を採取し，システ
ム管理者に連絡してください。
• 要因が上記以外の場合，資料採取ツールで資料を採
取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV3303-W

標準エラー出力に出力されたメッセージに従って，不
正個所を修正してください。

KAJV3314-E
There is an error in the contents of the correlation event
generation definition file. (file name = ファイル名, line =
行番号, incorrect contents = 不正内容)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）の記載内容
に間違いがあります。行番号:行番号 不正内容:不正内容
相関イベント発行定義ファイルの内容に誤りがあります。
（S）
処理を続行します。
（O）
メッセージに従って，不正個所を修正してください。

The correlation event generation function for ホスト名
has already stopped.
ホスト名の相関イベント発行機能はすでに停止しています
相関イベント発行機能はすでに停止しています。
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KAJV3315-W 〜 KAJV3902-E

KAJV3315-W
The correlation event generation definition does not
contain a valid definition.
相関イベント発行定義に有効な定義がありません
相関イベント発行定義ファイルに有効な条件が 1 件も定
義されていません。
（ S）
コマンドの処理を終了します。

KAJV3316-E
The correlation event generation definition file (ファイル
名) was not found.
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）が見つかり
ません
相関イベント発行定義ファイルが見つかりません。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
指定したファイルのパスが誤っていないか確認してく
ださい。

KAJV3317-E
An attempt to read the correlation event generation
definition file (ファイル名) failed because a file I/O error
occurred.
ファイル入出力エラーが発生したため，相関イベント発行
定義ファイル（ファイル名）の読み込みに失敗しました
ファイル入出力エラーのため相関イベント発行定義ファイ
ルの読み込みに失敗しました。
（ S）
コマンドの処理を終了します。
（O）
OS のファイル入出力が過負荷状態になっていないこ
とを確認してください。
過負荷状態になっていない場合は，資料採取ツールで
資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAJV3318-E

• 「メモリー不足が発生しました」の場合
メモリー不足が発生していないか確認してくださ
い。メモリー不足が発生している場合は，メモリー
を確保してください。
メモリー不足が発生していない場合は，資料採取
ツールで資料を採取し，システム管理者に連絡して
ください。
• 上記以外の場合
統合トレースログを確認し，相関イベント発行サー
ビスのエラーが出力されていないかを確認してくだ
さい。
出力されている場合，そのメッセージの対処方法に
従い対処してください。

KAJV3801-E
A system error occurred when using the コマンド
command. (reason = 要因)
コマンドでシステムエラーが発生しました。要因:要因
コマンドの処理で続行不可能なシステムエラーが発生しま
した。
（S）
コマンドの処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3901-E
An attempt to create the message (message ID = ID) has
failed. (reason = 要因)
メッセージ(メッセージID:ID)の作成に失敗しました。 要
因:要因
メッセージの作成中に予期せぬエラーが発生しました。
（S）
メッセージの出力を打ち切り，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3902-E

An attempt to check the file correlation event generation
definition file (ファイル名) has failed. (reason = 要因)
相関イベント発行定義ファイル（ファイル名）のチェック
に失敗しました。要因:要因

The message could not be output to 出力先. (reason = 要
因) (message = メッセージ)
メッセージを出力先に出力できませんでした。要因:要因 (
メッセージ:メッセージ)

相関イベント発行定義ファイルのチェックに失敗しまし
た。

表示された出力先にメッセージを出力する際に予期せぬエ
ラーが発生しました。

（ S）
相関イベント発行サービスは更新操作前の状態で処理
を続行します。
（O）
要因メッセージごとに次のように対処してください。
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（S）
メッセージの出力を打ち切り，処理を続行します。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3903-E 〜 KAJV3905-E

KAJV3903-E
An attempt to initialize the integrated trace log has
failed. (reason = 要因)
統合トレースログの初期化に失敗しました。要因:要因
統合トレースログの初期化に失敗しました。
（S ）
統合トレースログにメッセージを出力できません。
共通メッセージログに出力されるメッセージは出力さ
れます。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3904-E
The output destination of the message cannot be
acquired. (reason = 要因)
メッセージの出力先が取得できません。要因:要因
メッセージの出力先がリソースから取得できませんでし
た。
（S ）
メッセージを OS のログに出力して処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。

KAJV3905-E
An attempt to acquire the output information for the
message has failed. (reason = 要因)
メッセージの出力情報の取得に失敗しました。要因:要因
メッセージの出力情報がリソースから取得できませんでし
た。
（S）
メッセージを OS のログに出力して処理を続行しま
す。
（O）
資料採取ツールで資料を採取し，システム管理者に連
絡してください。
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6

システム監視オブジェクト
一覧（統合スコープ用）
この章では，JP1/IM - Manager で提供しているシステム監視
オブジェクトについて説明します。
システム監視オブジェクトとは，システムが提供している監視
オブジェクトで，製品ごとに基本的な設定項目があらかじめ定
義されています。
この章で説明する監視ツリーや監視オブジェクトに関する機
能，および表の見方については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 3.3.2 監
視ツリー」を参照してください。また，監視ツリーや監視オブ
ジェクトの設定手順については，マニュアル「JP1/Integrated
Management - Manager システム構築・運用ガイド 12.3 監
視ツリーを GUI で作成する」を参照してください。

6.1 システム監視オブジェクト対応製品一覧
6.2 JP1/AJS2 用システム監視オブジェクト
6.3 JP1/Cm2/SSO 用システム監視オブジェクト
6.4 JP1/PFM 用システム監視オブジェクト
6.5 JP1/PAM 用システム監視オブジェクト
6.6 JP1/SCIM 用システム監視オブジェクト
6.7 JP1/NETM/DM 用システム監視オブジェクト
6.8 JP1/Cm2/NNM 用システム監視オブジェクト
6.9 JP1/IM - Manager 用システム監視オブジェクト
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6.10 Cosminexus 用システム監視オブジェクト
6.11 HiRDB 用システム監視オブジェクト
6.12 JP1/ServerConductor 用システム監視オブジェクト
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6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

6.1 システム監視オブジェクト対応製品一覧
JP1/IM - Manager がシステム監視オブジェクトを提供している製品と自動生成機能への
対応を次の表に示します。
表 6-1 JP1/IM - Manager がシステム監視オブジェクトを提供している製品と自動生成機
能への対応状況
製品名

自動生成機能への対応

JP1/AJS2 07-00 以降

対応済み※ 3

JP1/Cm2/SSO 07-00 以降※ 1 ※ 2

対応済み※ 3

JP1/Cm2/SSO (JP1/APM) 07-00 以降※ 1 ※ 2

対応済み※ 3

JP1/PFM 07-00 以降

対応済み※ 3

JP1/PAM 07-00 以降

未対応

JP1/SCIM 07-00 以降

未対応

JP1/NETM/DM 07-00 以降

未対応

JP1/Cm2/NNM 07-00 以降※ 2

未対応

JP1/IM - Central Console 07-00 以降

対応済み※ 3

Cosminexus 06-00 以降

対応済み※ 3

HiRDB 07-02 以降

未対応

JP1/ServerConductor 07-50 以降

未対応

注※ 1

バージョン 7 時の製品名称は，JP1/PFM/SSO です。

注※ 2

連携製品のインストールホスト上に 07-00 以降の JP1/Base が必要です。

注※ 3

自動生成するには，連携製品のインストールホスト上に 07-00 以降の JP1/Base が必要で

す。また，JP1/IM - Manager と同バージョンの JP1/IM - View が必要です。
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6.2 JP1/AJS2 用システム監視オブジェクト
JP1/AJS2 用のシステム監視オブジェクトには，
「AJS2 監視」と「ジョブネット監視
(AJS2)」があります。

6.2.1 「AJS2 監視」システム監視オブジェクト
表 6-2 システム監視オブジェクトの概要
項目

説明

監視ノード種別

AJS2 監視

目的

JP1/AJS2 自身の障害の監視，
ジョブネットの実行状態の監視

基本情報

オブジェクト名

ジョブネットの完全名（スケジューラーサービス名：/
ジョブネット名）
（例）AJSROOT1:/ 業務 A/ 受注処理

ホスト名

JP1/AJS2 - Manager がインストールされているマネー
ジャーホストのホスト名
（例）host01

表 6-3 状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
ジョブネッ
ト警告のイ
ベント
(AJS2)

状態
警告

条件
ジョブネット警告のイ
ベント (AJS2) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

オブジェクト ID（E.OBJECT_NAME）
発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
ジョブネッ
トエラーの
イベント
(AJS2)

エラー

ジョブネットエラーの
イベント (AJS2) ※

イベント ID
（B.ID）

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
警告

システム警告のイベン
ト (AJS2) ※
発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
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基本情報のオブジェクト名
基本情報のホスト名

オブジェクト ID（E.OBJECT_NAME）

システム警
告のイベン
ト (AJS2)

00004108，00004122，
00004123

00004104，00004131，
00004142，00004143，
00004144
基本情報のオブジェクト名
基本情報のホスト名

イベント ID
（B.ID）

00004154，00004164，
00004171，000041F1
基本情報のホスト名
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共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
システムエ
ラーのイベ
ント
(AJS2)

状態
エラー

条件
システムエラーのイベ
ント (AJS2) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
注※

00004110，00004130，
00004152，00004162，
00004170，000041F0，
000041F3
基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6.2.2 「ジョブネット監視 (AJS2)」システム監視オブジェク
ト
表 6-4 システム監視オブジェクトの概要
項目

説明

監視ノード種別

ジョブネット監視 (AJS2)

目的

ジョブの実行状態の監視

基本情報

ジョブ実行ホスト

ジョブを実行するホストのホスト名
（例）jp1-agent

発行元イベントサー
バ

JP1/AJS2 - Manager がインストールされているホストの
ホスト名
（例）jp1-manager

登録名

ルートジョブネットの完全名（スケジューラーサービス
名：/ ルートジョブネット名）
（例）AJSROOT1:/ 業務 A/ 受注処理

表 6-5 状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
ジョブ警告
のイベント
(AJS2)

状態
警告

条件
ジョブ警告のイベント
(AJS2) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00004109

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の登録名

実行先ホスト名（E.C0）

基本情報のジョブ実行ホスト

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）

基本情報の発行元イベント
サーバ
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共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
ジョブエ
ラーのイベ
ント
(AJS2)

状態
エラー

条件
ジョブエラーのイベン
ト (AJS2) ※
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イベント ID
（B.ID）

00004107

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の登録名

実行先ホスト名（E.C0）

基本情報のジョブ実行ホスト

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
注※

比較する値

基本情報の発行元イベント
サーバ

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

6.3 JP1/Cm2/SSO 用システム監視オブジェク
ト
JP1/Cm2/SSO 用のシステム監視オブジェクトには，「SSO 監視」と「カテゴリー監視
(SSO)」および「アプリケーション監視 (SSO)」があります。
なお，JP1/Cm2/SSO 用システム監視オブジェクトを監視する場合，次の設定をする必要
があります。
• JP1/Cm2/SSO は JP1 イベントを発行しないため，JP1/Cm2/SSO が NNM に対して
発行している SNMP トラップを JP1/Base の機能を利用して JP1 イベントに変換す
る必要があります。この変換のときに，SNMP トラップのバリアブルバインディング
を取り込むよう JP1/Base の SNMP トラップ変換機能で設定する必要があります。
•「アプリケーション監視 (SSO)」の監視をする場合，JP1/Cm2/SSO の定義ファイル
（ssoapmon.def）に，SNMP トラップのバリアブルバインディングのソース名を取
り込むよう設定する必要があります。

6.3.1 「SSO 監視」システム監視オブジェクト
表 6-6 システム監視オブジェクトの概要
項目

説明

監視ノード種別

SSO 監視

目的

JP1/Cm2/SSO 自身の障害の監視

基本情報

ホスト名

JP1/Cm2/SSO がインストールされている監視サーバの
ホスト名
（例）host01

表 6-7 状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
システム警
戒のイベン
ト (SSO)

状態
警戒

条件
システム警戒のイベン
ト (SSO) ※ 1

イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND6）

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .15 ※ 2
基本情報のホスト名
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共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
システムエ
ラーのイベ
ント (SSO)

状態
エラー

条件
システムエラーのイベ
ント (SSO) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .13 ※ 2

イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND6）
注※ 1

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2 「〜」には，
「.iso.org.dod.internet.private.enterprises.hitachi.systemAP.comet.sso.0」が
入ります。

6.3.2 「カテゴリー監視 (SSO)」システム監視オブジェクト
表 6-8 システム監視オブジェクトの概要
項目

説明

監視ノード種別

カテゴリー監視 (SSO)

目的

JP1/Cm2/SSO が監視しているリソース状態の監視

基本情報

カテゴリー名

カテゴリー名

イベント発行元ホス
ト

JP1/Cm2/SSO がインストールされている監視サーバの
ホスト名
（例）host01

ホスト名

JP1/Cm2/SSO が監視対象としているサーバのホスト名
（例）host02

表 6-9 状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
リソース警
戒のイベン
ト (SSO)

状態
警戒

条件
リソース警戒のイベン
ト (SSO) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .24 ※ 2

ソース名（E.SNMP_VARBIND12）
イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND11）
カテゴリー名（E.SNMP_VARBIND2）
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基本情報のホスト名
基本情報のイベント発行元ホ
スト
基本情報のカテゴリー名

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
リソースエ
ラーのイベ
ント (SSO)

状態
エラー

条件
リソースエラーのイベ
ント (SSO) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .(21|23) ※ 2

ソース名（E.SNMP_VARBIND12）

基本情報のホスト名

イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND11）

基本情報のイベント発行元ホ
スト

カテゴリー名（E.SNMP_VARBIND2）
注※ 1

基本情報のカテゴリー名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2 「〜」には，「.iso.org.dod.internet.private.enterprises.hitachi.systemAP.comet.sso.0」が
入ります。

6.3.3 「アプリケーション監視 (SSO)」システム監視オブ
ジェクト
表 6-10

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

アプリケーション監視 (SSO)

目的

JP1/Cm2/SSO で監視しているアプリケーションの状態の監視

基本情報

イベント発行元ホス
ト

JP1/Cm2/SSO がインストールされている監視サーバの
ホスト名
（例）host01

アプリケーション名

JP1/Cm2/SSO が監視対象としているアプリケーション
の名称
（例）JP1/PFM

ホスト名

JP1/Cm2/SSO が監視対象としているリソース収集対象
サーバのホスト名です。
（例）host02
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表 6-11 状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
アプリケー
ション警戒
のイベント
(SSO)

状態
警戒

条件
アプリケーション警戒
のイベント (SSO) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .(109|112|115) ※ 2

ソース名（E.SNMP_VARBIND3）
イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND2）

基本情報のイベント発行元ホ
スト

アプリケーション名（E.SNMP_VARBIND1）
アプリケー
ションエ
ラーのイベ
ント (SSO)

エラー

アプリケーションエ
ラーのイベント (SSO)
※1

基本情報のホスト名

基本情報のアプリケーション
名

イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(108|110|111|113|116|118
)※2

ソース名（E.SNMP_VARBIND3）
イベント発行元ホスト名
（E.SNMP_VARBIND2）

基本情報のイベント発行元ホ
スト

アプリケーション名（E.SNMP_VARBIND1）
プロセス監
視障害警戒
のイベント
（SSO）

プロセス監
視障害エ
ラーのイベ
ント
（SSO）

注※ 1

警戒

プロセス監視障害警戒
のイベント（SSO）※
1

エラー

基本情報のホスト名

基本情報のアプリケーション
名

イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .304 ※ 2

監視対象マシンのホスト名
（E.SNMP_VARBIND1）

基本情報のホスト名

イベント発行元ホスト
（E.SNMP_VARBIND4）

基本情報のイベント発行元ホ
スト

プロセス監視障害エ
ラーのイベント
（SSO）※ 1

イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .303 ※ 2

監視対象マシンのホスト名
（E.SNMP_VARBIND1）

基本情報のホスト名

イベント発行元ホスト
（E.SNMP_VARBIND4）

基本情報のイベント発行元ホ
スト

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2 「〜」には，
「.iso.org.dod.internet.private.enterprises.hitachi.systemAP.comet.sso.0」が
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入ります。
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6.4 JP1/PFM 用システム監視オブジェクト
JP1/PFM 用のシステム監視オブジェクトには，
「エージェント監視 (PFM)」があります。
なお，JP1/PFM 用システム監視オブジェクトを監視する場合，次の設定をする必要があ
ります。
• JP1/PFM - Manager からの事象を管理するには，JP1/PFM - Manager のアラームの
設定で，アラーム状態が変化したときに，コマンド実行のアクションで JP1 イベント
を発行するよう設定が必要です。これは，デフォルトでは JP1 イベントを発行しない
設定になっているためです。

6.4.1 「エージェント監視 (PFM)」システム監視オブジェク
ト
表 6-12

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

エージェント監視 (PFM)

目的

JP1/PFM のエージェントの状態の監視

基本情報

オブジェクト ID

JP1/PFM のエージェントのサービス ID
（例）TA1host01

発行元イベントサー
バ

JP1/PFM - Manager がインストールされているホストの
ホスト名
（例）pfm-manager

ホスト名

JP1/PFM - Agent がインストールされているホストのホ
スト名
（例）pfm-agent

表 6-13

状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
リソースエ
ラーのイベ
ント
(PFM)

状態
エラー

条件
リソースエラーのイベ
ント (PFM) ※ 1

重大度
（E.SEVERITY）

Error

プロダクト名
（E.PRODUCT_NA
ME）

/PFM/ALARM_EVENT

オブジェクト ID（E.OBJECT_ID）

基本情報のオブジェクト ID

アラーム発生ホスト名（E.JPC_AGENT）

基本情報のホスト名

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
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比較する値

基本情報の発行元イベント
サーバ

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
リソース警
告のイベン
ト (PFM)

状態
警告

条件
リソース警告のイベン
ト (PFM) ※ 1

比較する値
重大度
（E.SEVERITY）

Warning

プロダクト名
（E.PRODUCT_NA
ME）

/PFM/ALARM_EVENT

オブジェクト ID（E.OBJECT_ID）

基本情報のオブジェクト ID

アラーム発生ホスト名（E.JPC_AGENT）

基本情報のホスト名

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）

基本情報の発行元イベント
サーバ

注※ 1

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2

サービス ID に含まれるプロダクト ID と機能 ID で，JP1/PFM のサービスを判別します。

次に，対応するサービスを示します。
• プロダクト ID が「P」（PFM-Manager）以外のサービス。
• 機能 ID が「A」
（Agent Collector）のサービス。
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6.5 JP1/PAM 用システム監視オブジェクト
JP1/PAM 用のシステム監視オブジェクトには，「メトリック監視 (PAM)」と「オブジェ
クト監視 (PAM)」があります。

6.5.1 「メトリック監視 (PAM)」システム監視オブジェクト
表 6-14

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

メトリック監視 (PAM)

目的

JP1/PAM のメトリックの状態を監視

基本情報

ホスト名

表 6-15

JP1/PAM の監視対象ホストのホスト名
（例）host1

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

メトリック
エラーのイ
ベント
（PAM）

エラー

条件
メトリックエラーのイ
ベント（PAM）※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

ホスト名（E.PAM_HOSTNAME）
メトリック
警告のイベ
ント
（PAM）

警告

メトリック警告のイベ
ント（PAM）※

基本情報のホスト名

イベント ID
（B.ID）

ホスト名（E.PAM_HOSTNAME）

注※

00004602，00004604，
0000460B

00004600，00004603，
00004609

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6.5.2 「オブジェクト監視 (PAM)」システム監視オブジェク
ト
表 6-16

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

オブジェクト監視 (PAM)

目的

JP1/PAM が管理するオブジェクトの状態の監視
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項目

説明

基本情報

ホスト名

表 6-17

JP1/PAM の監視対象ホストのホスト名
（例）host1

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
オブジェク
トエラーの
イベント
（PAM）

状態
エラー

条件
オブジェクトエラーの
イベント（PAM）※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

ホスト名（E.PAM_HOSTNAME）

注※

00004620，00004625

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.6 JP1/SCIM 用システム監視オブジェクト
JP1/SCIM 用のシステム監視オブジェクトには，
「SCIM 監視」と「セキュリティ監視
（SCIM）」があります。

6.6.1 「SCIM 監視」システム監視オブジェクト
表 6-18

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

SCIM 監視

目的

JP1/SCIM 自身の障害の監視

基本情報

ホスト名
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JP1/SCIM - Manager がインストールされている SCIM
マネージャーホストのホスト名
（例）host1

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

表 6-19

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

システムエラー
のイベント
（SCIM）

エラー

条件
システムエラーの
イベント
（SCIM）※

イベント ID
（B.ID）

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCE.SERVER）
システム警告の
イベント
（SCIM）

警告

システム警告のイ
ベント（SCIM）

イベント ID
（B.ID）

※

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCE.SERVER）

注※

比較する値
0000430B，0000430C，
0000430D，0000430E，
0000430F，00004311，
00004312，00004313，
00004314，00004315，
00004318，00004319，
0000431A，0000431B，
0000431C，0000431D，
0000431E，0000431F，
00004320，00004321，
00004322，00004323，
00004325，00004326，
00004327，00004328，
00004329，0000432A，
0000432D，0000432E，
0000432F，00004330，
00004331，00004332，
00004335，00004336，
00004337，00004338，
0000433B，0000433C，
0000433D，0000433E，
00004341，00004342，
00004343，00004344，
00004374，00004376，
00004378，0000437C，
0000437E，00004380，
00004381，00004382，
00004383，00004384，
00004386，00004388，
00004389，0000438A，
0000438C
基本情報のホスト名
00004308，00004309，
00004333，00004339，
0000433F，00004346，00004373
基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.6.2 「セキュリティ監視（SCIM）」システム監視オブジェ
クト
表 6-20

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

セキュリティ監視（SCIM）

目的

JP1/SCIM が監視しているセキュリティ製品の状態の監視

基本情報

ホスト名

表 6-21

JP1/SCIM - Runtime Library がインストールされている
SCIM エージェントホストのホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
セキュリ
ティエラー
のイベント
（SCIM）

状態
エラー

条件
セキュリティエラーの
イベント（SCIM）※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

エージェントホスト名
（E.SCIM_AGENT_ADDR）
セキュリ
ティ警告の
イベント
（SCIM）

警告

セキュリティ警告のイ
ベント（SCIM）※

イベント ID
（B.ID）

エージェントホスト名
（E.SCIM_AGENT_ADDR）

注※
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0000432B

基本情報のホスト名
0000432C

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.7 JP1/NETM/DM 用システム監視オブジェク
ト
JP1/NETM/DM 用のシステム監視オブジェクトには，
「NETM/DM 監視」と「配布ジョ
ブ監視 (NETM/DM)」があります。

6.7.1 「NETM/DM 監視」システム監視オブジェクト
表 6-22

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

NETM/DM 監視

目的

JP1/NETM/DM Manager 自身の障害の監視

基本情報

ホスト名

表 6-23

JP1/NETM/DM Manager がインストールされているマ
ネージャーホストのホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

システム致
命的のイベ
ント
(NETM/
DM)

致命的

条件
システム致命的のイベ
ント (NETM/DM) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCE.SERVER）

注※

00010401

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6.7.2 「配布ジョブ監視 (NETM/DM)」システム監視オブジェ
クト
表 6-24

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

配布ジョブ監視 (NETM/DM)

目的

JP1/NETM/DM による配布ジョブの実行状態の監視
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項目

説明

基本情報

ホスト名

表 6-25

JP1/NETM/DM Manager がインストールされているマ
ネージャーホストのホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
配布ジョブ
エラーのイ
ベント
(NETM/
DM)

状態
エラー

条件
配布ジョブエラーのイ
ベント (NETM/DM) ※

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCE.SERVER）

注※
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比較する値
イベント ID
（B.ID）

00010403

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.8 JP1/Cm2/NNM 用システム監視オブジェク
ト
JP1/Cm2/NNM 用のシステム監視オブジェクトには，「NNM 監視」と「ノード監視
(NNM)」があります。

6.8.1 「NNM 監視」システム監視オブジェクト
表 6-26

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

NNM 監視

目的

JP1/Cm2/NNM 自身の障害の監視

基本情報

ホスト名

表 6-27

JP1/Cm2/NNM がインストールされているマネージャー
のホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
システム警
戒のイベン
ト (NNM)

状態
警戒

条件
システム警戒のイベン
ト (NNM) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(50790429|58851330|5917
9066|59179227|59179229|
59179230|40000020) ※ 2

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）

基本情報のホスト名
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共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
システム致
命的のイベ
ント
(NNM)

状態
致命的

条件
システム致命的のイベ
ント (NNM) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(58720265|58720270|5885
1329|58851332|59179058|
59181005|59181006|59179
225|59179228|59179232|5
9179234|59180002|591800
05|59180100|59181002|59
181004|58982397|5898239
8|58982401|58982402|589
82415|58982417|58982422
|59179061|40000028|5872
0263) ※ 2

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）
システムエ
ラーのイベ
ント
(NNM)

エラー

システムエラーのイベ
ント (NNM) ※ 1

基本情報のホスト名
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(58720266|59047936|5917
9226|59179233|59179235|
58982408|58982414|50790
430|40000021) ※ 1

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）
システム警
告のイベン
ト (NNM)

警告

システム警告のイベン
ト (NNM) ※ 1

基本情報のホスト名
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(40000027|58982399|5917
9065) ※ 2

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）
注※ 1

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2 「〜」には，
「.iso.org.dod.internet.private.enterprises.hp.nm.openView.hpOpenView.0」
が入ります。

6.8.2 「ノード監視 (NNM)」システム監視オブジェクト
表 6-28

システム監視オブジェクトの概要

項目
監視ノード種別
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説明
ノード監視 (NNM)
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項目

説明

目的

JP1/Cm2/NNM が監視するノードの状態の監視

基本情報

ホスト名

表 6-29

JP1/Cm2/NNM が監視しているノードのホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※ 1，個別条件

状態変更条件
条件名
ネットワー
ク致命的の
イベント
(NNM)

状態
致命的

条件
ネットワーク致命的の
イベント (NNM) ※ 1

比較する値
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜 .58916868 ※ 2

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）
ネットワー
ク警告のイ
ベント
(NNM)

警告

ネットワーク警告のイ
ベント (NNM) ※ 1

基本情報のホスト名
イベント ID
（B.ID）

00003A80

SNMP Object ID
（E.SNMP_OID）

〜
.(40000083|40000084|4000
0085|50790400|58916865)
※2

イベント発生ノード名
（E.SNMP_VARBIND2）

注※ 1

基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

注※ 2 「〜」には，「.iso.org.dod.internet.private.enterprises.hp.nm.openView.hpOpenView.0」
が入ります。
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6.9 JP1/IM - Manager 用システム監視オブジェ
クト
JP1/IM - Manager 用のシステム監視オブジェクトには，
「IM 監視」があります。

6.9.1 「IM 監視」システム監視オブジェクト
表 6-30

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

IM 監視

目的

JP1/IM - Manager 自体の障害の監視

基本情報

ホスト名

表 6-31

JP1/IM - Manager がインストールされているマネー
ジャーホストのホスト名
（例）host01

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
システム警
告のイベン
ト (IM)

状態
警告

条件
システム警告のイベン
ト (IM) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）
システムエ
ラーのイベ
ント (IM)

エラー

システムエラーのイベ
ント (IM) ※

発行元イベントサーバ名
（B.SOURCESERVER）

注※
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000020E6，000020E7，
00003F91
基本情報のホスト名

イベント ID
（B.ID）

00002010，00002011，
00002012，00002020，
00002021，000020A0，
000020E2，000020E5，
000020E8，00003F90
基本情報のホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

6.10 Cosminexus 用システム監視オブジェク
ト
Cosminexus 用のシステム監視オブジェクトには，
「論理サーバ監視 (Cosminexus)」お
よび「J2EE アプリケーション監視 (Cosminexus)」があります。

6.10.1 「論理サーバ監視 (Cosminexus)」システム監視オブ
ジェクト
表 6-32

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

論理サーバ監視 (Cosminexus)

目的

サーバレベルの障害に関する JP1 イベントの監視※

基本情報

ドメイン名

Cosminexus サーバのドメイン名
（例）DOM001

論理ホスト名

Cosminexus が監視対象としている論理ホスト名
（例）APSV001

注※

重大度が「Warning」以上の JP1 イベントを監視します。

表 6-33

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
論理サーバ緊
急のイベント
(Cosminexus)

状態
緊急

条件
論理サーバ緊急のイベ
ント (Cosminexus) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）
論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）
論理サーバ警
戒のイベント
(Cosminexus)

警戒

論理サーバ警戒のイベ
ント (Cosminexus) ※

イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）
論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）
論理サーバ致
命的のイベン
ト
(Cosminexus)

致命的

論理サーバ致命的のイ
ベント (Cosminexus)

イベント ID
（B.ID）

00012000，00012080

基本情報のドメイン名
基本情報の論理ホスト名
00012001，00012081

基本情報のドメイン名
基本情報の論理ホスト名
00012002，00012082

※
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共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

条件

比較する値

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）
論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）
論理サーバエ
ラーのイベン
ト
(Cosminexus)

エラー

論理サーバエラーのイ
ベント (Cosminexus)

基本情報の論理ホスト名

イベント ID
（B.ID）

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）
警告

論理サーバ警告のイベ
ント (Cosminexus) ※

基本情報のドメイン名
基本情報の論理ホスト名

イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）
論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）
注※

00012003，00012083

※

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

論理サーバ警
告のイベント
(Cosminexus)

基本情報のドメイン名

00012004，00012084

基本情報のドメイン名
基本情報の論理ホスト名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

6.10.2 「J2EE アプリケーション監視 (Cosminexus)」システ
ム監視オブジェクト
表 6-34

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

J2EE アプリケーション監視 (Cosminexus)

目的

アプリケーションレベルの障害に関する JP1 イベントの監視※

基本情報

ドメイン名

Cosminexus サーバのドメイン名
（例）DOM001

論理ホスト名

Cosminexus が監視対象としている論理ホスト名
（例）APSV001

J2EE アプリケー
ション名

Cosminexus が監視対象としている論理ホスト上の J2EE
アプリケーション名
（例）API

注※
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重大度が「Warning」以上の JP1 イベントを監視します。
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表 6-35

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
J2EE アプリ
ケーション緊
急のイベント
(Cosminexus)

状態
緊急

条件
J2EE アプリケーショ
ン緊急のイベント
(Cosminexus) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

J2EE アプリ
ケーション警
戒のイベント
(Cosminexus)

警戒

致命的

基本情報の論理ホスト名

J2EE アプリケーション名
（E.APPLICATION_NAME）

基本情報の J2EE アプリケー
ション名

J2EE アプリケーショ
ン警戒のイベント
(Cosminexus) ※

イベント ID
（B.ID）

00012091，000120D1

基本情報のドメイン名

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）

基本情報の論理ホスト名

J2EE アプリケーション名
（E.APPLICATION_NAME）

基本情報の J2EE アプリケー
ション名

J2EE アプリケーショ
ン致命的のイベント

イベント ID
（B.ID）

00012092，000120D2

(Cosminexus) ※

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

J2EE アプリ
ケーションエ
ラーのイベン
ト
(Cosminexus)

基本情報のドメイン名

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

J2EE アプリ
ケーション致
命的のイベン
ト
(Cosminexus)

00012090，000120D0

エラー

基本情報のドメイン名

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）

基本情報の論理ホスト名

J2EE アプリケーション名
（E.APPLICATION_NAME）

基本情報の J2EE アプリケー
ション名

J2EE アプリケーショ
ンエラーのイベント
(Cosminexus) ※

イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

00012093，000120D3

基本情報のドメイン名

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）

基本情報の論理ホスト名

J2EE アプリケーション名
（E.APPLICATION_NAME）

基本情報の J2EE アプリケー
ション名

885

6. システム監視オブジェクト一覧（統合スコープ用）

共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

J2EE アプリ
ケーション警
告のイベント
(Cosminexus)

警告

条件
J2EE アプリケーショ
ン警告のイベント
(Cosminexus) ※

比較する値
イベント ID
（B.ID）

ドメイン名（E.DOMAIN_NAME）

注※
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00012094，000120D4

基本情報のドメイン名

論理サーバ名
（E.LOGICAL_SERVER_NAME）

基本情報の論理ホスト名

J2EE アプリケーション名
（E.APPLICATION_NAME）

基本情報の J2EE アプリケー
ション名

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.11 HiRDB 用システム監視オブジェクト
HiRDB 用システム監視オブジェクトには，
「HiRDB 監視」があります。
なお，HiRDB 用システム監視オブジェクトを監視する場合，次の設定をする必要があり
ます。
• HiRDB に関する事象を管理するには，HiRDB が管理する障害情報を JP1 イベントと
して発行するよう設定が必要です。これは，デフォルトでは JP1 イベントを発行しな
い設定になっているためです。

6.11.1 「HiRDB 監視」システム監視オブジェクト
表 6-36

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

HiRDB 監視

目的

HiRDB 自身の障害監視

基本情報

ホスト名

HiRDB がインストールされているホストのホス
ト名
（例）host02

HiRDB 識別子

HiRDB を識別するための識別子
（例）PDB1

表 6-37

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
HiRDB 緊急
のイベント

状態
緊急

条件
HiRDB 緊急の
イベント

※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

HiRDB 警戒
のイベント

警戒

比較する値
/HITACHI/HiRDB

Emergency

発行元イベントサーバ名（B.SOURCESERVER）

基本情報のホスト名

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の HiRDB 識
別子

HiRDB 警戒の

/HITACHI/HiRDB

イベント

※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

Alert

発行元イベントサーバ名（B.SOURCESERVER）

基本情報のホスト名

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の HiRDB 識
別子
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共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

HiRDB 致命
的のイベント

致命的

条件
HiRDB 致命的
のイベント

※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

HiRDB エ
ラーのイベン
ト

HiRDB 警告
のイベント

エラー
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Critical
基本情報のホスト名

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の HiRDB 識
別子

HiRDB エラー

/HITACHI/HiRDB

※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

Error

発行元イベントサーバ名（B.SOURCESERVER）

基本情報のホスト名

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の HiRDB 識
別子

HiRDB 警告の

/HITACHI/HiRDB

イベント※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

注※

/HITACHI/HiRDB

発行元イベントサーバ名（B.SOURCESERVER）

のイベント

警告

比較する値

Warning

発行元イベントサーバ名（B.SOURCESERVER）

基本情報のホスト名

登録名（E.ROOT_OBJECT_NAME）

基本情報の HiRDB 識
別子

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。
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6.12 JP1/ServerConductor 用システム監視オ
ブジェクト
JP1/ServerConductor 用システム監視オブジェクトには，「物理ホスト監視（System
Manager）」があります。
なお，JP1/ServerConductor 用システム監視オブジェクトを監視する場合，次の設定を
する必要があります。
• JP1/ServerConductor が管理する物理ホストに関する事象を管理するには，JP1/
ServerConductor のマネージャサービスが検知したアラートを JP1 イベントとして発
行するよう設定が必要です。これは，デフォルトでは JP1 イベントを発行しない設定
になっているためです。

6.12.1 「物理ホスト監視（System Manager）
」システム監視
オブジェクト
表 6-38

システム監視オブジェクトの概要

項目

説明

監視ノード種別

物理ホスト監視（System Manager）

目的

JP1/ServerConductor が管理する物理ホストに関する障害監視

基本情報

ホスト名

表 6-39

System Manager が管理する物理ホス
ト名
（例）host02

状態変更条件
共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名
物理ホスト緊
急のイベント

状態
緊急

条件
物理ホスト緊急
のイベント ※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

JP1/ServerConductor が管理する物理ホスト名
（E.HSM_SERVER）
物理ホスト警
戒のイベント

警戒

物理ホスト警戒
のイベント

※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

JP1/ServerConductor が管理する物理ホスト名
（E.HSM_SERVER）

比較する値
/HITACHI/
SYSTEM_MANAGER
Emergency
基本情報のホスト名
/HITACHI/
SYSTEM_MANAGER
Alert
基本情報のホスト名
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共通条件※，個別条件

状態変更条件
条件名

状態

物理ホスト致
命的のイベン
ト

致命的

条件
物理ホスト致命
的のイベント※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

JP1/ServerConductor が管理する物理ホスト名
（E.HSM_SERVER）
物理ホストエ
ラーのイベン
ト

エラー

物理ホストエ
ラーのイベント

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

警告

物理ホスト警告
のイベント※

プロダクト名
（E.PRODUCT_NAME）
重大度（E.SEVERITY）

JP1/ServerConductor が管理する物理ホスト名
（E.HSM_SERVER）
注※
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/HITACHI/
SYSTEM_MANAGER
Critical
基本情報のホスト名
/HITACHI/
SYSTEM_MANAGER

※

JP1/ServerConductor が管理する物理ホスト名
（E.HSM_SERVER）
物理ホスト警
告のイベント

比較する値

共通条件（各監視オブジェクトで共通に使われる条件）です。

Error
基本情報のホスト名
/HITACHI/
SYSTEM_MANAGER
Warning
基本情報のホスト名

7

監視ツリーモデル（統合ス
コープ用）
この章では，監視ツリーを自動生成するときに作成される監視
ツリーの構造を説明します。
監視ツリーを自動生成するときは，［自動生成 - 構成選択］画
面で，ツリー構成の基になるテンプレートを選択します。テン
プレートには「業務指向ツリー」テンプレート，「サーバ指向
ツリー」テンプレート，および「システム構成ツリー」テンプ
レートが用意されています。
テンプレートごとに監視ツリーのモデルが定義されています。
監視ツリーを自動生成すると，各ホストから収集した定義を，
監視ツリーモデルに合わせて自動的に監視ツリーを生成しま
す。

7.1 「業務指向ツリー」の監視ツリーモデル
7.2 「サーバ指向ツリー」の監視ツリーモデル
7.3 「システム構成ツリー」の監視ツリーモデル
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7.1 「業務指向ツリー」の監視ツリーモデル
監視ツリーを自動生成するときに，「業務指向ツリー」テンプレートを選択した場合に生
成される監視ツリーのモデルを次に示します。
図 7-1 監視ツリー（業務指向ツリー）のモデル
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図 7-2 監視ツリー（業務指向ツリー）のモデル
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7.2 「サーバ指向ツリー」の監視ツリーモデル
監視ツリーを自動生成するときに，「サーバ指向ツリー」テンプレートを選択した場合に
生成される監視ツリーのモデルを次に示します。
図 7-3 監視ツリー（サーバ指向ツリー）のモデル
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図 7-4 監視ツリー（サーバ指向ツリー）のモデル
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7.3 「システム構成ツリー」の監視ツリーモデ
ル
監視ツリーを自動生成するときに，「システム構成ツリー」テンプレートを選択した場合
に生成される監視ツリーのモデルを次に示します。
図 7-5 監視ツリー（システム構成ツリー）のモデル

システム構成ツリーの構成は，JP1/IM - Central Information Master のシステムツリー
の構成に依存します。なお，JP1/IM - Central Information Master のシステムツリーか
ら監視ツリー（システム構成ツリー）を生成する際には，JP1 イベントを発行しないプ
ロセスや発行する JP1 イベントが不明なプロセスの監視オブジェクトは生成されません。
また，JP1/IM - Central Information Master のシステムツリーで定義が完了していない
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個所があった場合，その個所も生成されません。例えば，JP1/IM - Central Information
Master 側で仮想ホストだけ定義して，物理ホストとのマッピングをしていなかった場
合，監視グループとなる個所（仮想ホスト＜仮想ホスト名＞）も含めて生成されません。
JP1/IM - Central Information Master 連携時に生成するシステム監視オブジェクトを次
に示します。
表 7-1 JP1/IM - Central Information Master 連携時に生成するシステム監視オブジェクト
JP1/IM - Central Information Master 側の定義
ノード名
プロセス

種別
Cosminexus

JP1/IM - Central Scope 側の定義
生成するシステム監視オブジェクト

web-server

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

j2ee-server

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

naming-service

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

smart-agent

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

performance-tracer

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

transaction-context-ser
vice

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

component-transactionmonitor

＜プロセス名＞監視 (Cosminexus)

※1

HiRDB

FES

−

BES

−

MGR
DS
SDS
others
物理ホスト※

others
−

2

＜プロセス名＞監視 (HiRDB)
−
＜プロセス名＞監視 (HiRDB)
−
＜物理ホスト名＞監視 (System
Manager)

（凡例）
−：該当なし，または作成されない。
注※ 1 JP1/IM - Central Information Master が作成するシステムツリーでは OTS を管理しないた
め，OTS 監視用の監視オブジェクトは生成されません（業務指向ツリー，サーバ指向ツリーの場合
は生成されます）。
注※ 2

BladeSymphony の物理ホストに OS がインストールされていない場合，ホスト名が特定で

きないため，監視できないことがあります。その場合，OS をインストールし，ホスト名が確定した
あとで再度自動生成を実行するか，手動でシステム監視オブジェクトを追加する必要があります。
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付録 A （3020-3-K02-81）の変更内容
表 A-1 （3020-3-K02-81）の変更内容
#

変更個所

追加・変更内容

1

前書き

■対象製品
［追加］
適用 OS：Windows Server 2008
P-2A2C-8E84 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-2A2C-6L84 JP1/Base 08-50
適用 OS：AIX 6.1
P-1M2C-9E81 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-1M2C-6L81 JP1/Base 08-50
適用 OS：Linux 5（x86），Linux 5 AP（x86）
，Linux 5（AMD64 & Intel EM64T），
Linux 5 AP（AMD64 & Intel EM64T）
P-9S2C-9E81 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-9S2C-7L81 JP1/Base 08-50
適用 OS：Linux 5（IPF），Linux 5 AP（IPF）
P-9V2C-9E81 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-9V2C-6L81 JP1/Base 08-50

2

前書き

■対象製品
［訂正前］
適用 OS：Windows Vista
P-2A2C-6H84 JP1/Integrated Management - View 08-50
［訂正後］
適用 OS：Windows Vista，Windows Server 2008
P-2A2C-6H84 JP1/Integrated Management - View 08-50 ※

3

前書き

■対象製品
［追加］
注※ Windows Server 2008 は，P-2A2C-6H84 JP1/Integrated Management View 08-50-05 以降でサポートしています。

4

前書き

■対象製品
［訂正前］
適用 OS：AIX
P-1M2C-8E81 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-1M2C-6L81 JP1/Base 08-50
［訂正後］
適用 OS：AIX 5L 5.2，5L 5.3
P-1M2C-8E81 JP1/Integrated Management - Manager 08-50
P-1M2C-6L81 JP1/Base 08-50

900

付録 A （3020-3-K02-81）の変更内容

#
5

変更個所
はじめに

追加・変更内容
■このマニュアルでの表記
［訂正前］

［訂正後］

6

はじめに

■このマニュアルでの表記
［訂正前］

［訂正後］
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#

変更個所

追加・変更内容

7

はじめに

■このマニュアルでの表記
［追加］

8

はじめに

■このマニュアルでの表記
［訂正前］
• Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，Windows
Vista を総称して Windows と表記することがあります。
［訂正後］
• Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，Windows
Server 2008，Windows Vista を総称して Windows と表記することがあります。

9

はじめに

■ Windows 版 JP1/IM，JP1/Base のインストール先フォルダの表記
［訂正前］
Windows Vista の場合，
「システムドライブ :¥ProgramData」と表記している部
分は，インストール時の OS 環境変数によって決定されるため，環境によって異
なる場合があります。
［訂正後］
Windows Vista，Windows Server 2008 の場合，「システムドライブ
:¥ProgramData」と表記している部分は，インストール時の OS 環境変数によっ
て決定されるため，環境によって異なる場合があります。

10

1.5

画面操作上の注意事項
［訂正前］
• Windows Vista 版の JP1/IM - View では，JIS コード第 3 水準および第 4 水準
の文字はサポートしていません。JP1/IM - View 上でこれらの文字を使用した場
合は，文字化けが発生して正しく動作しないおそれがあります。
［訂正後］
• Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，JIS
コード第 3 水準および第 4 水準の文字はサポートしていません。JP1/IM - View
上でこれらの文字を使用した場合は，文字化けが発生して正しく動作しないお
それがあります。

11

902

2

jbsrt_del
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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#

変更個所

追加・変更内容

12

2

jbsrt_distrib
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

13

2

jbsrt_get
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

14

2

jbsrt_sync
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

15

2

jcacancel
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

16

2

jcacancel
戻り値
［追加］

17

2

jcachange
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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#

変更個所

追加・変更内容

18

2

jcamakea
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

19

2

jcashowa
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

20

2

jcashowa
戻り値
［訂正前］

［訂正後］

21

2

jcastatus
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

22

2

jcastatus
戻り値
［追加］
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#

変更個所

追加・変更内容

23

2

jco_spmd_reload
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

24

2

jco_spmd_status
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

25

2

jcochafmode
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

26

2

jcochdisc
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

27

2

jcochfilter
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

905

付録 A （3020-3-K02-81）の変更内容

#

変更個所
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28

2

jcochstat
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

29

2

jcochstat
戻り値
［追加］

30

2

jcocmddef
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

31

2

jcocmddel
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows の場合：なし（ただし，Windows の UAC 機能が有効な場合は管理者コ
ンソールから実行）
UNIX の場合：なし

32

2

jcocmdshow
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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33

2

jcoedsstatus
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

34

2

jcoedsstatus
戻り値
［追加］

35

2

jcoegschange
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

36

2

jcoegscheck
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

37

2

jcoegsstart
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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38

2

jcoegsstatus
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：なし
UNIX の場合：なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

39

2

jcoegsstatus
戻り値
［追加］

40

2

jcoegsstop
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

41

2

jcogencore
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

42

2

jcohctest
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

43

2

jcohctest
戻り値
［追加］
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44

2

jcoimdef
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

45

2

jcothreaddmp（Windows 限定）
機能
［訂正前］
Windows Vista の場合
［訂正後］
Windows Vista，Windows Server 2008 の場合

46

2

jcoview_log.bat（Windows 限定）
機能
［訂正前］
注※
Windows Vista 版の JP1/IM - View では，クラッシュダンプは採取しません。
［訂正後］
注※
Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，ク
ラッシュダンプは採取しません。

47

2

jcoview_log.bat（Windows 限定）
引数
［訂正前］
-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。Windows Vista 版の JP1/IM View ではこのオプションは使用できません。
［訂正後］
-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。Windows Vista および
Windows Server 2008 版の JP1/IM - View ではこのオプションは使用できません。

48

2

jcschstat
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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49

2

jcsdbexport
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

50

2

jcsdbimport
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

51

2

jcsdbsetup
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

52

2

jcshostsexport
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限

53

2

jcshostsimport
実行権限
［訂正前］
Windows の場合：Administrators 権限
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
［訂正後］
Windows の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有効な場合は
管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：スーパーユーザー権限
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#

変更個所

追加・変更内容

54

2

jim_log.bat（Windows 限定）
実行権限
［訂正前］
なし
［訂正後］
Windows Server 2003 の場合：なし
Windows Server 2008 の場合：Administrators 権限（Windows の UAC 機能が有
効な場合は管理者コンソールから実行）
UNIX の場合：なし

55

2

jim_log.bat（Windows 限定）
引数
［訂正前］
-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。
［訂正後］
-u
クラッシュダンプを採取しない場合に指定します。Windows Server 2008 版の
JP1/IM - Manager ではこのオプションは使用できません。

56

3

構成定義ファイル（jbs_route.conf）
注意事項
［訂正前］
ただし，Windows 2000，Windows XP Professional，および Windows Server
2003 のホストは，エイリアス名で記述しないでください
［訂正後］
ただし，Windows のホストは，エイリアス名で記述しないでください

57

3

自動アクション環境定義ファイル（action.conf.update）
記述内容
［訂正前］
"ACTIONLIMIT"=dword:16 進数値
コマンド先行入力数を指定します。
自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-00 〜 06-51 を使用する場合
に，実行先ホストのコマンド先行入力数を指定します。デフォルト値は
「dword:0000000a」
（10 件）です。
なお，自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-71，07-00 を使用する
場合は，コマンド先行入力数は，実行先ホストの JP1/Base で設定します。こ
の場合，コマンド先行入力数は，実行先ホストで jcocmddef コマンドを使用
して設定してください。デフォルト値は 1,024 件です。
［訂正後］
"ACTIONLIMIT"=dword:16 進数値
コマンド先行入力数を指定します。
自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-51 以前を使用する場合に，実
行先ホストのコマンド先行入力数を指定します。デフォルト値は
「dword:0000000a」
（10 件）です。
なお，自動アクションの実行先ホストで JP1/Base 06-71 以降を使用する場合
は，コマンド先行入力数は，実行先ホストの JP1/Base で設定します。この場
合，コマンド先行入力数は，実行先ホストで jcocmddef コマンドを使用して
設定してください。デフォルト値は 1,024 件です。
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58

3

WWW ページ呼び出し定義ファイル（hitachi_jp1_ 製品名 .html）
表 3-25 統合機能メニューの名称と対応する WWW ページ呼び出し定義ファイル
一覧
［訂正前］
注※ Windows Vista 版の JP1/IM - View では，JP1/NETM/DM Manager の
WWW ページ版との連携はできません。
［訂正後］
注※ Windows Vista および Windows Server 2008 版の JP1/IM - View では，
JP1/NETM/DM Manager の WWW ページ版との連携はできません。

59

4.2.2

(3) イベント ID：00002012 の詳細
［訂正前］

［訂正後］

60

4.2.2

(4) イベント ID：00002013 の詳細
［訂正前］

［訂正後］

61

4.2.2

(5) イベント ID：00002014 の詳細
［訂正前］

［訂正後］
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#
62

変更個所
5.2.5

追加・変更内容
自動アクションに関するメッセージ（KAVB4001 〜 KAVB6000）の出力先
表 5-6 自動アクションに関するメッセージの出力先
［訂正前］

［訂正後］

63

5.2.5

自動アクションに関するメッセージ（KAVB4001 〜 KAVB6000）の出力先
表 5-6 自動アクションに関するメッセージの出力先
［訂正前］

［訂正後］
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#
64

変更個所
5.2.5

追加・変更内容
自動アクションに関するメッセージ（KAVB4001 〜 KAVB6000）の出力先
表 5-6 自動アクションに関するメッセージの出力先
［訂正前］

［訂正後］

65

5.2.5

自動アクションに関するメッセージ（KAVB4001 〜 KAVB6000）の出力先
表 5-6 自動アクションに関するメッセージの出力先
［訂正前］

［訂正後］
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付録 A （3020-3-K02-81）の変更内容

#
66

変更個所
5.2.5

追加・変更内容
自動アクションに関するメッセージ（KAVB4001 〜 KAVB6000）の出力先
表 5-6 自動アクションに関するメッセージの出力先
［訂正前］

［訂正後］

67

5.2.7

セントラルスコープサービスに関するメッセージ（KAVB7001 〜 KAVB7999）の
出力先
表 5-8 セントラルスコープ・サービスに関するメッセージの出力先
［追加］

68

5.2.8

JP1/IM に関する共通メッセージ（KAVB8000 〜 KAVB8999）の出力先
表 5-9 JP1/IM に関する共通メッセージの出力先
［追加］

69

5.2.8

JP1/IM に関する共通メッセージ（KAVB8000 〜 KAVB8999）の出力先
表 5-9 JP1/IM に関する共通メッセージの出力先
［追加］
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#

変更個所

追加・変更内容

70

5.5.7

セントラルスコープサービスに関するメッセージ（KAVB7001 〜 KAVB7999）
［追加］

71

5.5.8

JP1/IM に関する共通メッセージ（KAVB8000 〜 KAVB8999）
［追加］

72

5.5.8

JP1/IM に関する共通メッセージ（KAVB8000 〜 KAVB8999）
［追加］
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!JP1_CS_APP0.conf（起動プログラム定義
ファイル） 465
!JP1_CS_FTOOL0.conf（ツールバー定義
ファイル） 467
!JP1_CS_FTREE0.conf（アイコン動作定義
ファイル） 469

evhist_warn_event_xxx.conf（状態変更イベ
ント件数の上限監視設定ファイル） 443

H
hitachi_jp1_ 製品名 .html（WWW ページ呼
び出し定義ファイル） 462

.system（システムプロファイル） 372

I

A

IM-View 設定ファイル（tuning.conf） 459
IM パラメーター定義ファイル

actdef.conf（自動アクション定義ファイル）
343

（jp1co_param_V7.conf） 370
incident.conf（インシデント手動登録定義

action.conf.update（自動アクション環境定

ファイル） 431

義ファイル） 339
action_complete_xxx.conf（対処済み連動設

J

定ファイル） 445
actnotice.conf（自動アクション通知定義
ファイル） 357
auto_dbbackup_xxx.conf（監視オブジェク
ト DB の自動バックアップ・リカバリー設定
ファイル） 449

C
CM ホスト定義ファイル
（jcs_atc_cm_host.conf） 451
console.conf.update（通信環境定義ファイ

jbs_route.conf（構成定義ファイル） 332
jbsrt_del 174
jbsrt_distrib 175
jbsrt_get 177
jbsrt_sync 179
jcacancel 180
jcachange 184
jcamakea 186
jcashowa 188
jcastatus 195
jcdmain.conf.update（インシデント登録環

ル） 379
console_ja.html（WWW ページ版動作定義

境定義ファイル） 433
jco_guide.txt（イベントガイド情報ファイ

ファイル） 386

ル） 389
jco_killall.cluster（UNIX 限定） 197
jco_spmd_reload 199
jco_spmd_status 201

D
defaultUser（ユーザープロファイル） 375

E
eds_system.conf（インシデント登録用シス
テムプロファイル） 428
egs_system.conf（相関イベント発行システ
ムプロファイル） 398

jco_start（UNIX 限定） 203
jco_start.cluster（UNIX 限定） 204
jco_stop（UNIX 限定） 206
jco_stop.cluster（UNIX 限定） 207
jcochafmode 208
jcochdisc 211
jcochfilter 213
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jcochstat 216
jcocmdconv 219
jcocmddef 221
jcocmddel 230
jcocmdlog 232
jcocmdshow 235
jcoedsstatus 238
jcoegschange 241
jcoegscheck 243
jcoegsstart 245
jcoegsstatus 247
jcoegsstop 252

JP1/IM が出力する JP1 イベント 481
JP1/IM に関する共通メッセージ 552
jp1cc_setup（UNIX 限定） 309
jp1cc_setup_cluster（UNIX 限定） 310
jp1co_param_V7.conf（IM パラメーター定
義ファイル） 370
jp1co_service_0700.conf（拡張起動プロセス
定義ファイル） 364
jp1cohasetup（Windows 限定） 312
jp1cohaverup 313
jp1cs_setup（UNIX 限定） 315

jcogencore 254

jp1cs_setup_cluster（UNIX 限定） 316
jp1cshasetup（Windows 限定） 318

jcohc.conf（ヘルスチェック定義ファイル）
382
jcohctest 258

jp1cshaverup（UNIX 限定） 319
jp1cshaverup.bat（Windows 限定） 321
jp1csverup（UNIX 限定） 323

jcoimdef 260

jp1csverup.bat（Windows 限定） 325
JP1 イベント 477

jcothreaddmp（Windows 限定） 266
jcoview（Windows 限定） 268

一覧 481
詳細 491

jcoview_log.bat（Windows 限定） 272
jcs_atc_cm_host.conf（CM ホスト定義ファ

属性 478

イル） 451
jcs_guide_xxx.txt（ガイド情報ファイル）
437

K

jcs_hosts（ホスト情報ファイル） 435
jcschstat 276
jcsdbexport 279

KAJV2001 〜 KAJV3999 835
KAVB0001 〜 KAVB2000 570

jcsdbimport 282
jcsdbsetup 285
jcshostsexport 287
jcshostsimport 289
jim_log.bat（Windows 限定） 291
jim_log.sh（UNIX 限定） 301
JP1 Central Console（[ イベントコンソール
] 画面） 7

KAJV0001 〜 KAJV2000 813

KAVB2001 〜 KAVB2999 627
KAVB3001 〜 KAVB3200 658
KAVB3501 〜 KAVB3999 671
KAVB4001 〜 KAVB6000 685
KAVB6001 〜 KAVB6999 716
KAVB7001 〜 KAVB7999 732
KAVB8000 〜 KAVB8999 789
KAVB9001 〜 KAVB9999 802

JP1 Central Scope - Tree View（[ 監視ツリー
( 編集中 )] 画面） 154

P

JP1 Central Scope - Tree View（[ 監視ツリー
] 画面） 118

processupdate.conf（対処状況イベント定義
ファイル） 396

JP1 Central Scope - Visual View（[ ビジュア
ル監視 ( 編集中 )] 画面） 127
JP1 Central Scope - Visual View（[ ビジュア

profile_ ユーザー名（ユーザープロファイル）
375

ル監視 ] 画面） 130
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S

00002010 の詳細 491

syslog 一覧 563

00002011 の詳細 492
00002012 の詳細 493

T

00002013 の詳細 494
00002014 の詳細 494

tree_view.conf.update（通信環境定義ファイ
ル） 456
tuning.conf（IM-View 設定ファイル） 459

V
view.conf.update（通信環境定義ファイル）
454

W
Windows イベントログ一覧 563
WWW ページ版 JP1/IM - View の注意事項
164
WWW ページ版動作定義ファイル
（console_ja.html） 386
WWW ページ呼び出し定義ファイル
（hitachi_jp1_ 製品名 .html） 462

00002015 の詳細 495
00002016 の詳細 495
00002020 の詳細 496
00002021 の詳細 496
000020A0 の詳細 497
000020A1 の詳細 497
000020A2 の詳細 498
000020A3 の詳細 498
000020A4 の詳細 499
000020A5 の詳細 500
000020A6 の詳細 500
000020E0 の詳細 501
000020E1 の詳細 501
000020E2 の詳細 502
000020E3 の詳細 503
000020E4 の詳細 504
000020E5 の詳細 505
000020E6 の詳細 506
000020E7 の詳細 507

あ
[ アイコン選択 ] 画面 143
アイコン動作定義ファイル
（!JP1_CS_FTREE0.conf） 469
[ アクション結果一覧 ] 画面 104
[ アクション結果 ] 画面 97
[ アクション結果更新条件設定 ] 画面 109
[ アクション結果詳細 ] 画面 100
[ アクション詳細設定（イベント拡張情報）]
画面 95
[ アクション詳細設定 ] 画面 89
[ アクション設定 ] 画面 86

い
一次資料
JP1/IM - Manager 用（UNIX） 301
JP1/IM - View，JP1/IM - Manager 用
（Windows） 291
イベント ID

000020E8 の詳細 507
00003F01 の詳細 508
00003F03 の詳細 509
00003F04 の詳細 510
00003F05 の詳細 511
00003F06 の詳細 511
00003F07 の詳細 511,512
00003F11 の詳細 512
00003F13 の詳細 514
00003F14 の詳細 514
00003F20 の詳細 516
00003F21 の詳細 516
00003F25 の詳細 516
00003F26 の詳細 517
00003F28 の詳細 517
00003F30 の詳細 518
00003F41 の詳細 518
00003F42 の詳細 519
00003F90 の詳細 525
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00003F91 の詳細 525

拡張起動プロセス定義ファイル

00003F92 の詳細 526
00003FA0 の詳細 520

（jp1co_service_0700.conf） 364
拡張属性 479

00003FA1 の詳細 520
00003FA2 の詳細 521

[ 拡張属性編集 ] 画面 96,154
画面 1

00003FA3 の詳細 521
00003FA5 の詳細 522

JP1 Central Console（[ イベントコン
ソール ] 画面） 7

00003FA6 の詳細 523
00003FB0 の詳細 523

JP1 Central Scope - Tree View（[ 監
視ツリー ( 編集中 )] 画面） 154

00003FB1 の詳細 524
相関イベント発行定義ファイルの

JP1 Central Scope - Tree View（[ 監
視ツリー ] 画面） 118

SUCCESS_EVENT パラメーターに
指定されたイベント ID の詳細 515

JP1 Central Scope - Visual View（[
ビジュアル監視 ( 編集中 )] 画面） 127

イベントガイド情報ファイル
（jco_guide.txt） 389
[ イベント検索条件設定 ] 画面 63
[ イベントコンソール ] 画面 7
[ イベント監視 ] ページ 18
[ イベント検索 ] ページ 21
[ 重要イベント ] ページ 19

JP1 Central Scope - Visual View（[
ビジュアル監視 ] 画面） 130
アイコン選択 143
アクション結果 97
アクション結果一覧 104
アクション結果更新条件設定 109
アクション結果詳細 100

[ イベント取得条件一覧 ] 画面 51
[ イベント取得条件設定 ] 画面 44

アクション詳細設定 89
アクション詳細設定（イベント拡張情

[ イベント取得条件設定 ] 画面（互換用） 50
[ イベント詳細 ] 画面 24

報） 95
アクション設定 86

[ イベント情報マッピング詳細定義 ] 画面
116

イベント検索条件設定 63
イベントコンソール 7

[ イベント情報マッピング定義 ] 画面 115
インシデント手動登録定義ファイル

イベントコンソール（[ イベント監視
] ページ） 18
イベントコンソール（[ イベント検索

（incident.conf） 431
インシデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf.update） 433
インシデント登録サービスに関するメッセー
ジの出力先 556
インシデント登録用システムプロファイル
（eds_system.conf） 428

] ページ） 21
イベントコンソール（[ 重要イベント
] ページ） 19
イベント取得条件一覧 51
イベント取得条件設定 44
イベント取得条件設定（互換用） 50

インストールおよびセットアップに関する
メッセージの出力先 554

イベント詳細 24
イベント情報マッピング詳細定義
116

か

イベント情報マッピング定義 115

[ ガイド ] 画面 137
ガイド情報ファイル（jcs_guide_xxx.txt）
437
ガイドメッセージファイル 440
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ガイド 137
拡張属性編集 96,154
監視ツリー 118
監視ツリー ( 編集中 ) 154

索引

関連イベント一覧（集約） 28

画面遷移 2

関連イベント一覧（相関） 31
基本情報設定 161

画面操作上の注意事項 164
環境変数ファイル 335

基本情報編集 136,141
共通条件詳細設定 150

監視オブジェクト DB の自動バックアップ・
リカバリー設定ファイル

共通条件設定 149
共通除外条件設定 55

（auto_dbbackup_xxx.conf） 449
監視オブジェクト初期化設定ファイル 448

検索 134
個別条件編集 148

[ 監視ツリー ( 編集中 )] 画面 154
[ 監視ツリー ] 画面 118

コマンド実行 112
固有の拡張属性条件詳細設定 71

監視ツリーモデル
業務指向ツリー 892

固有の拡張属性条件設定 70
システム環境設定 40
システム環境設定（[ 全般 ] ページ）
40
システム環境設定（[ 通信 ] ページ）
42
自動生成−構成選択 162
重要イベント定義 35
状態変更条件設定 146
新規監視ノード作成 160
注意事項 164
統合機能メニュー 23
背景画像設定 133
ビジュアルアイコン選択 145
ビジュアル監視 130
ビジュアル監視 ( 編集中 ) 127
ビジュアル監視画面一覧編集 126
ビジュアル監視画面を開く 126
表示フィルター一覧 77
表示フィルター設定 71
プロパティ 138
プロパティ（[ イベント発行条件 ]
ページ） 143
プロパティ（[ 基本情報 ] ページ） 140
プロパティ（[ 状態変更条件 ] ページ）
142
プロパティ（[ 全般 ] ページ） 139
ユーザー環境設定 59
ユーザーフィルター詳細設定 80
ユーザーフィルター設定 79
ログイン 5
ログインユーザー一覧 163

サーバ指向ツリー 894
システム構成ツリー 896
監視ツリーモデル（統合スコープ用） 891
[ 関連イベント一覧（集約）] 画面 28
[ 関連イベント一覧（相関）] 画面 31

き
起動プログラム定義ファイル
（!JP1_CS_APP0.conf） 465
[ 基本情報設定 ] 画面 161
[ 基本情報編集 ] 画面 136,141
基本属性 478
[ 共通条件詳細設定 ] 画面 150
[ 共通条件設定 ] 画面 149
[ 共通除外条件設定 ] 画面 55
「業務指向ツリー」の監視ツリーモデル 892

け
[ 検索 ] 画面 134

こ
構成管理に関するメッセージの出力先 539
構成定義ファイル（jbs_route.conf） 332
[ 個別条件編集 ] 画面 148
コマンド 167
jbsrt_del 174
jbsrt_distrib 175
jbsrt_get 177
jbsrt_sync 179
jcacancel 180
jcachange 184
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jcamakea 186
jcashowa 188

jp1cohasetup（Windows 限定） 312
jp1cohaverup 313

jcastatus 195

jp1cs_setup（UNIX 限定） 315

jco_killall.cluster（UNIX 限定） 197
jco_spmd_reload 199

jp1cs_setup_cluster（UNIX 限定）
316

jco_spmd_status 201
jco_start（UNIX 限定） 203

jp1cshasetup（Windows 限定） 318
jp1cshaverup（UNIX 限定） 319

jco_start.cluster（UNIX 限定） 204
jco_stop（UNIX 限定） 206

jp1cshaverup.bat（Windows 限定）
321

jco_stop.cluster（UNIX 限定） 207
jcochafmode 208

jp1csverup（UNIX 限定） 323
jp1csverup.bat（Windows 限定） 325

jcochdisc 211
jcochfilter 213

一覧 168
イベント 170

jcochstat 216
jcocmdconv 219

監視オブジェクト DB の情報の移行
172

jcocmddef 221
jcocmddel 230

監視ノードの状態変更 172
起動・終了，セットアップ 168

jcocmdlog 232
jcocmdshow 235

構成定義 170
自動アクションおよびコマンド実行
170

jcoedsstatus 238
jcoegschange 241

相関イベントの発行 171
統合スコープの環境設定 172

jcoegscheck 243
jcoegsstart 245

トラブルシューティング 173
バージョンアップ 169

jcoegsstatus 247
jcoegsstop 252
jcogencore 254
jcohctest 258
jcoimdef 260
jcothreaddmp（Windows 限定） 266
jcoview（Windows 限定） 268
jcoview_log.bat（Windows 限定） 272
jcschstat 276
jcsdbexport 279
jcsdbimport 282
jcsdbsetup 285
jcshostsexport 287
jcshostsimport 289
jim_log.bat（Windows 限定） 291
jim_log.sh（UNIX 限定） 301
JP1/IM - Incident Master 連携 173
jp1cc_setup（UNIX 限定） 309
jp1cc_setup_cluster（UNIX 限定）
310
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フィルター 172
ログイン・ログアウト 170
[ コマンド実行 ] 画面 112
コマンド実行に関するメッセージの出力先
535
[ 固有の拡張属性条件詳細設定 ] 画面 71
[ 固有の拡張属性条件設定 ] 画面 70

さ
「サーバ指向ツリー」の監視ツリーモデル
894

し
[ システム環境設定 ] 画面 40
[ 全般 ] ページ 40
[ 通信 ] ページ 42
システム監視オブジェクト
Cosminexus 用 883
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HiRDB 用 887
JP1/AJS2 用 862
JP1/Cm2/NNM 用 879
JP1/Cm2/SSO 用 865
JP1/IM - Manager 用 882
JP1/NETM/DM 用 877
JP1/PAM 用 872

そ
相関イベント発行環境定義ファイル 426
相関イベント発行サービスに関するメッセー
ジの出力先 558
相関イベント発行サービスの状態
起動処理中 249
機能停止 249
相関稼働 249

JP1/PFM 用 870
JP1/SCIM 用 874

停止 249
停止処理中 249

JP1/ServerConductor 用 889
システム監視オブジェクト一覧（統合スコー
プ用） 859
システム監視オブジェクト対応製品一覧 861
システム管理者の方へ 561
「システム構成ツリー」の監視ツリーモデル
896
システムプロファイル（.system） 372
自動アクション環境定義ファイル
（action.conf.update） 339
自動アクション通知定義ファイル
（actnotice.conf） 357
自動アクション定義ファイル（actdef.conf）
343
自動アクションに関するメッセージの出力先
542
[ 自動生成−構成選択 ] 画面 162
[ 重要イベント定義 ] 画面 35
状態変更イベント件数の上限監視設定ファイ
ル（evhist_warn_event_xxx.conf） 443
状態変更イベント自動削除設定ファイル 447
[ 状態変更条件設定 ] 画面 146
状態変更条件メモリー常駐機能の設定ファイ
ル 453
[ 新規監視ノード作成 ] 画面 160

せ
正規表現 353
セントラルコンソール・ビューアーに関する
メッセージの出力先 529
セントラルスコープ・ビューアーに関する
メッセージの出力先 545
セントラルスコープサービスに関するメッ
セージの出力先 547

相関イベント発行システムプロファイル
（egs_system.conf） 398
相関イベント発行定義ファイル 401

た
対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf） 396
対処状況マーク 9
対処済み連動設定ファイル
（action_complete_xxx.conf） 445

つ
通信環境定義ファイル
（console.conf.update） 379
通信環境定義ファイル
（tree_view.conf.update） 456
通信環境定義ファイル（view.conf.update）
454
ツールバー定義ファイル
（!JP1_CS_FTOOL0.conf） 467
ツリー構成ファイル 471

て
定義ファイル 327
CM ホスト定義ファイル
（jcs_atc_cm_host.conf） 451
IM-View 設定ファイル（tuning.conf）
459
IM パラメーター定義ファイル
（jp1co_param_V7.conf） 370
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WWW ページ版動作定義ファイル

状態変更条件メモリー常駐機能の設定

（console_ja.html） 386
WWW ページ呼び出し定義ファイル

ファイル 453
相関イベント発行環境定義ファイル
426

（hitachi_jp1_ 製品名 .html） 462
アイコン動作定義ファイル

相関イベント発行システムプロファイ

（!JP1_CS_FTREE0.conf） 469
一覧 328

ル（egs_system.conf） 398
相関イベント発行定義ファイル 401

イベントガイド情報ファイル
（jco_guide.txt） 389

対処状況イベント定義ファイル
（processupdate.conf） 396

インシデント手動登録定義ファイル
（incident.conf） 431

対処済み連動設定ファイル
（action_complete_xxx.conf） 445

インシデント登録環境定義ファイル
（jcdmain.conf.update） 433

通信環境定義ファイル
（console.conf.update） 379

インシデント登録用システムプロファ
イル（eds_system.conf） 428
ガイド情報ファイル

通信環境定義ファイル
（tree_view.conf.update） 456
通信環境定義ファイル

（jcs_guide_xxx.txt） 437
拡張起動プロセス定義ファイル

（view.conf.update） 454
ツールバー定義ファイル

（jp1co_service_0700.conf） 364
環境変数ファイル 335

（!JP1_CS_FTOOL0.conf） 467
ツリー構成ファイル 471

監視オブジェクト DB の自動バック
アップ・リカバリー設定ファイル

ヘルスチェック定義ファイル
（jcohc.conf） 382

（auto_dbbackup_xxx.conf） 449
監視オブジェクト初期化設定ファイル
448

ホストグループ定義ファイル 337
ホスト情報ファイル（jcs_hosts） 435
ユーザープロファイル（defaultUser
| profile_ ユーザー名） 375

起動プログラム定義ファイル
（!JP1_CS_APP0.conf） 465
構成定義ファイル（jbs_route.conf）
332
システムプロファイル（.system）
372
自動アクション環境定義ファイル
（action.conf.update） 339

と
[ 統合機能メニュー ] 画面 23

に
二次資料
JP1/IM - Manager 用（UNIX） 301
JP1/IM - View，JP1/IM - Manager 用

自動アクション通知定義ファイル
（actnotice.conf） 357

（Windows） 291

自動アクション定義ファイル
（actdef.conf） 343
状態変更イベント件数の上限監視設定
ファイル
（evhist_warn_event_xxx.conf） 443
状態変更イベント自動削除設定ファイ
ル 447
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は
[ 背景画像設定 ] 画面 133
背景色 10
設定 59
パラメーターグループ 344
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ひ

ゆ

[ ビジュアルアイコン選択 ] 画面 145
[ ビジュアル監視 ( 編集中 )] 画面 127
[ ビジュアル監視 ] 画面 130

[ ユーザー環境設定 ] 画面 59
[ ユーザーフィルター詳細設定 ] 画面 80
[ ユーザーフィルター設定 ] 画面 79

[ ビジュアル監視画面一覧編集 ] 画面 126
[ ビジュアル監視画面を開く ] 画面 126

ユーザープロファイル（defaultUser |
profile_ ユーザー名） 375

[ 表示フィルター一覧 ] 画面 77
[ 表示フィルター設定 ] 画面 71

ろ
[ ログイン ] 画面 5
[ ログインユーザー一覧 ] 画面 163

ふ
プロセス管理に関するメッセージの出力先
540
[ プロパティ ] 画面 138
[ イベント発行条件 ] ページ 143
[ 基本情報 ] ページ 140
[ 状態変更条件 ] ページ 142
[ 全般 ] ページ 139

へ
ヘルスチェック定義ファイル（jcohc.conf）
382

ほ
ホストグループ定義ファイル 337
ホスト情報ファイル（jcs_hosts） 435

め
メッセージ 527
一覧 570
記載形式 561
形式 561
出力形式 561
出力先一覧 529
詳細情報 561
分類 528
メッセージ ID 561
記載マニュアル一覧 528
メニュー項目
[ イベントコンソール ] 画面 14
[ 監視ツリー ( 編集中 )] 画面 156
[ 監視ツリー ] 画面 123
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ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内
１．マニュアル情報ホームページ
ソフトウェアマニュアルの情報をインターネットで公開しています。

URL

http://www.hitachi.co.jp/soft/manual/

ホームページのメニューは次のとおりです。
■マニュアル一覧

日立コンピュータ製品マニュアルを製品カテゴリ，マニュアル名称，資料番号の
いずれかから検索できます。

■CD‑ROMマニュアル

日立ソフトウェアマニュアルと製品群別CD‑ROMマニュアルの仕様について記載
しています。

■マニュアルのご購入

マニュアルご購入時のお申し込み方法を記載しています。

■オンラインマニュアル

一部製品のマニュアルをインターネットで公開しています。

■サポートサービス

ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開サービス
を記載しています。

■ご意見・お問い合わせ

マニュアルに関するご意見，ご要望をお寄せください。

２．インターネットでのマニュアル公開
2 種類のマニュアル公開サービスを実施しています。
(1) マニュアル情報ホームページ「オンラインマニュアル」での公開
製品をよりご理解いただくためのご参考として，一部製品のマニュアルを公開しています。
(2) ソフトウェアサポートサービスお客様向けページでのマニュアル公開
ソフトウェアサポートサービスご契約のお客様向けにマニュアルを公開しています。公開しているマニ
ュアルの一覧，本サービスの対象となる契約の種別などはマニュアル情報ホームページの「サポートサ
ービス」をご参照ください。

３．マニュアルのご注文

①ご注文はWEBで

WEB

請求書

② 請求書をご送付

BANK
③ 銀行振込でご入金
お客様

日立インターメディックス(株)

④ マニュアルをお届け
マニュアル

① マニュアル情報ホームページの「マニュアルのご購入」にアクセスし，お申し込み方法をご確認の
うえ WEB からご注文ください。ご注文先は日立インターメディックス(株)となります。
② ご注文いただいたマニュアルについて請求書をお送りします。
③ 請求書の金額を指定銀行へ振り込んでください。
④ 入金確認後 7 日以内にお届けします。在庫切れの場合は，納期を別途ご案内いたします。

