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マニュアルの購入方法
このマニュアル，および関連するマニュアルをご購入の際は，
巻末の「ソフトウェアマニュアルのサービス ご案内」をご参
照ください。

■対象製品
P-2642-1184 JP1/NETM/DM Manager 08-52 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP
Professional，Windows 2000）
P-2642-1384 JP1/NETM/DM Client 08-52 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP，Windows
2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-2642-2384 JP1/NETM/DM Client - Base 08-52 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP，
Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-F2642-23841 JP1/NETM/DM Client - Operation Log Feature 08-52 （適用 OS：Windows Server 2003，
Windows XP，Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-F2642-23842 JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature 08-50 （適用 OS：Windows Server 2003，
Windows XP，Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-F2642-23843 JP1/NETM/DM Client - Remote Control Feature 08-51 （適用 OS：Windows Server
2003，Windows XP，Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-2642-3384 JP1/NETM/DM Client 08-50 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP）
P-2A42-1184 JP1/NETM/DM Manager 08-52 （適用 OS：Windows Server 2008，Windows Vista）
P-2C42-1384 JP1/NETM/DM Client 08-52 （適用 OS：Windows Server 2008，Windows Vista）
P-2C42-2384 JP1/NETM/DM Client - Base 08-52 （適用 OS：Windows Server 2008，Windows Vista）
P-F2C42-23841 JP1/NETM/DM Client - Operation Log Feature 08-52 （適用 OS：Windows Server 2008，
Windows Vista）
P-F2C42-23842 JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature 08-50 （適用 OS：Windows Server 2008，
Windows Vista）
P-F2C42-23843 JP1/NETM/DM Client - Remote Control Feature 08-51 （適用 OS：Windows Server
2008，Windows Vista）
P-2C42-3384 JP1/NETM/DM Client 08-50 （適用 OS：Windows Server 2008，Windows Vista）
P-1B42-2J71 JP1/NETM/DM NNM 連携機能 07-00 （適用 OS：HP-UX）
P-2642-1C74 JP1/NETM/DM Internet Gateway 07-00 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP
Professional，Windows 2000，Windows NT Server 4.0）
P-2642-1D74 JP1/NETM/DM HTTP Gateway 07-00 （適用 OS：Windows Server 2003，Windows XP，
Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98）
P-2842-1384 JP1/NETM/DM Client 08-00 （適用 OS：Windows Server 2003 (IPF)）
P-9T42-1371 JP1/NETM/DM Client 07-00 （適用 OS：Windows CE .NET 4.1）

■輸出時の注意
本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご
確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。
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変更内容
変更内容（3020-3-L36-A0，3020-3-L37-A0，3020-3-L38-A0，3020-3-L39-A0） JP1/NETM/DM
08-52
追加・変更内容
次に示すインベントリ情報を取得できるようにした。
• ハードディスクの電源を切る（AC）
• ハードディスクの電源を切る（DC）
• システムスタンバイ / スリープ（AC）
• システムスタンバイ / スリープ（DC）
• システム休止状態（AC）
• システム休止状態（DC）

変更個所
導入：1.2，1.2.2，2.2.1(1)，4.1，4.9，
4.10，付録 C.22
運用 1：4.2.3(6)
運用 2：4.25.14(2)，付録 C.4(3)

また，省電力設定にしていないクライアントを対策する運
用例と，クライアントをシャットダウンさせる運用例を追
加した。
オフラインマシンに対して，媒体を利用して稼働監視機能
を使えるようにした。

導入：1.2.2(3)，1.2.4，2.1.7，2.2.6，
2.5.9，付録 D.1(2)，付録 F
構築：8.1.5，付録 G
運用 1：2，3，6.10，7，7.7，付録 A.1 〜
付録 A.7，付録 F
運用 2：1.2.3，付録 B.3(2)，付録 I

ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追
加した。

導入：2.2.2(1)

中継システムで管理するジョブ数が増えた場合でも，ジョ
ブ処理のスループットの低下を回避できるように，中継シ
ステムのセットアップで管理ファイルのキャッシュ上限サ
イズを指定できるようにした。

導入：5.3.2(2)
構築：5.2.4

64 ビットバージョン JP1/NETM/DM Client の名称を 64
ビット版 JP1/NETM/DM Client に変更した。

導入：付録 E(6)，付録 E(9)，付録 F
構築：付録 F(6)，付録 F(9)，付録 G
運用 1：付録 E(6)，付録 E(9)，付録 F
運用 2：付録 B，付録 H(6)，付録 H(9)，
付録 I
AIT：1.3

JP1/NETM/DM Client のインストールに失敗した場合，
自動的に再インストールするようにした。また，再インス
トールに失敗した場合に実行する InstallShield 環境削除
ツールの格納場所を掲載した。

導入：付録 F
構築：3.1.17，3.3，付録 G
運用 1：付録 F
運用 2：付録 I

クラスタシステム環境の JP1/NETM/DM Manager を上書
きインストールおよび再インストールする場合の手順を追
加した。

構築：1.2.2，付録 C.5

中継システムで ID ジョブがデフォルトで再実行できるよ
うに，中継システムのセットアップの「ID ジョブのクラ
イアントの実行結果を記録する」チェックボックスの状態
に関係なく，ジョブの実行結果を記録するようにした。

構築：5.2.4
運用 1：8.5.2(1)

JP1/NETM/DM Manager のデータベースに Embedded
RDB を使用する場合，作業表領域のサイズを自動で増や
せるようにした。

構築：7.4.1，7.4.3，付録 C.2
運用 2：5.3.2(8)

追加・変更内容

変更個所

Embedded RDB を使用して「Asset Information
Manager Limited」のデータベースを作成する際，データ
ベースのサイズを自動拡張できるようにした。

構築：10.3.1(1)，10.3.7(3)

jamdbexport.bat を実行することで，
「Asset Information
Manager Limited」のデータベースのバックアップを
CSV 形式で取得できるようにした。

構築：10.3.3，10.3.3(2)

Embedded RDB 環境で「Asset Information Manager
Limited」のデータベースのバックアップファイルを取得
する，jamemb_backup.bat の説明を追加した。

構築：10.3.5，10.3.5(2)

Embedded RDB 環境で「Asset Information Manager
Limited」のデータベースの再編成を実行する，
jamemb_reorganization.bat の説明を追加した。

構築：10.3.7，10.3.7(2)

リモートインストールマネージャでソフトウェア情報の表
示名が短縮されるホットフィックスに，次の種類を追加し
た。
• Windows XP Application Compatibility Update
• Internet Explorer 7 ホットフィックス
• Internet Explorer 7 セキュリティ更新
• Step by Step Interactive Training

運用 1：3.2.6(1)

検索パターンを使用して操作ログを全件出力する
jamTakeOperationLog.bat について，オプションで，「部
署」
，「ユーザ名」および「設置場所」の情報を CSV 形式
ファイルに出力できるようにした。

運用 1：6.6.2(6)

次に示すイベント ID のイベントログメッセージを追加し
た。
• 8060
• 8061
• 8064
• 8065
• 8066
• 8067
• 8068
• 8069

運用 2：5.10.2(3)

（凡例）
導入：マニュアル「JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )」
構築：マニュアル「JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用 )」
運用 1：マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用 )」
運用 2：マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用 )」
AIT：マニュアル「JP1/NETM/DM Automatic Installation Tool ガイド (Windows(R) 用 )」
第 6 版では第 5 版の内容の一部を移動し，目次の構成を変更しました。第 5 版との対応は次のようになって
います。
第5版
2.5 オフラインインストール

第6版
7.7.1 オフラインインストール

第5版
3.5 オフラインマシンからインベントリ情報を取
得する

変更内容

第6版
7.7.2 オフラインマシンからのインベントリ情報と
稼働情報の取得

JP1/NETM/DM 08-51
追加・変更内容

変更個所

JP1/NETM/DM Manager の一部のコンポーネントを，
Windows Vista で利用できるようにした。

導入：1.3.6
構築：1.1.1，1.1.2(1)

次に示すインベントリ情報を取得できるようにした。
• モニタの電源を切る（AC）
• モニタの電源を切る（DC）
• プロセッサ調整（AC）
• プロセッサ調整（DC）

導入：2.2.1(1)，付録 C.22
運用 1：4.2.3(6)
運用 2：4.25.14(2)，付録 C.4(3)

ディレクトリ情報から取得する情報の詳細および取得する
際の引き当て方法を明記した。

構築：10.7.6

「Asset Information Manager Limited」のカレンダーで，
前月および翌月の月をボタンから表示できるようにした。
コマンドのパラメタファイルで使用する
JOB_DESTINATION_ID タグで，ジョブの実行対象とな
る ID 管理中継を指定できるようにした。

運用 1：10.1.2
運用 2：4.25.10(2)，4.25.10(3)

（凡例）
導入：マニュアル「JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )」
構築：マニュアル「JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用 )」
運用 1：マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用 )」
運用 2：マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用 )」
単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに
このマニュアルは，プログラムプロダクト JP1/NETM/DM のシステム運用方法について説明し
たものです。
このマニュアルでは，ソフトウェアの配布，インベントリ情報の取得および管理，ファイルの
収集など，配布管理システムの各機能の詳細と操作方法を説明しています。
また，クライアントの操作方法についても説明しています。
なお，このマニュアルを含め，Windows 版 JP1/NETM/DM のマニュアルには次の 7 冊があり
ます。各マニュアルの目的を次に示しますので，必要に応じてお読みください。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )
最初にお読みいただくマニュアルです。
JP1/NETM/DM の概要や機能，代表的な構築例および使用例を紹介しています。また，
JP1/NETM/DM を導入するための手順や，あらかじめ検討しておく必要があることについ
ても説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用 )
JP1/NETM/DM のインストール・セットアップの手順，データベースの構築，およびシス
テム構成の管理方法について説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用 )
ソフトウェアの配布，インベントリ情報の取得および管理，ファイルの収集など，配布管
理システムの各機能の詳細と操作方法を説明しています。また，クライアントの操作方法
についても説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用 )
他の製品と JP1/NETM/DM との連携，およびトラブルが発生したときの対処方法について
説明しています。また，Windows Server 2008・Windows Vista 版 JP1/NETM/DM Client，
64 ビット版 JP1/NETM/DM Client，および Windows CE 版 JP1/NETM/DM Client の機能
についても説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Automatic Installation Tool ガイド (Windows(R) 用 )
他社ソフトウェアをパッケージングするときに使用する AIT ファイルやレコーダファイル
の作成方法を説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Administrator Kit
JP1/NETM/DM Client を自動的にインストールするために使用する JP1/NETM/DM
Administrator Kit について説明しています。
JP1 Version 8 JP1/NETM/Remote Control
JP1/NETM/Remote Control および JP1/NETM/DM のリモートコントロール機能について
説明しています。

I

はじめに

■対象読者
このマニュアルは，次の方にお読みいただくことを前提に説明しています。
• JP1/NETM/DM を利用してソフトウェアの配布や資産情報を収集・管理する管理者の方
• Microsoft Windows の操作に関する基本的な知識をお持ちの方
• ネットワークに関する基本的な知識をお持ちの方

■マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。
第1章

配布管理システムを操作する
ウィンドウ構成，機能の操作方法など，配布管理システムの基本的な操作について説明していま
す。

第2章

ソフトウェアをリモートインストールする
ソフトウェアをリモートインストールする方法について説明しています。

第3章

インベントリ情報を取得する
クライアントのインベントリ情報を取得する方法について説明しています。

第4章

インベントリ情報を管理する
クライアントのインベントリ情報を，インベントリビューアで管理する方法について説明してい
ます。

第5章

クライアントのファイルを収集する
クライアントからファイルをリモートコレクトする方法について説明しています。

第6章

ソフトウェアの稼働状況を監視する
ソフトウェアの起動抑止や操作履歴の取得など，クライアントでのソフトウェアの稼働状況を監
視する方法について説明しています。

第7章

クライアントを管理する
クライアントに適用するパッチの取得，クライアントでのパッチの適用状況の検出，WSUS と連
携したクライアントに適用する更新プログラムの管理，クライアントシステムの状態の監視，ク
ライアントへのメッセージの通知など，クライアントを管理する機能について説明しています。

第8章

ジョブを管理する
リモートインストールなどをクライアントに対して実行するための，ジョブの作成，管理方法に
ついて説明しています。

第9章

CSV 出力ユティリティと印刷
配布管理システムで管理している情報を，CSV 形式ファイルやプリンタに出力する方法について
説明しています。

第 10 章

Asset Information Manager Limited を操作する

「Asset Information Manager Limited」を利用して，インベントリ情報や操作ログを集計するた
めに必要な操作について説明しています。

II
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第 11 章

クライアントを操作する
クライアント機能を使用する場合の操作について説明しています。

付録 A メニュー一覧
JP1/NETM/DM で操作するウィンドウのメニューについて説明しています。

付録 B アイコン一覧
JP1/NETM/DM の画面に表示されるアイコンについて説明しています。

付録 C リモートインストールマネージャからのツールの起動
リモートインストールマネージャから任意のツールを起動する方法について説明しています。

付録 D インストール条件を設定するスクリプトの作成
インストール条件をより細かく設定するための，スクリプトファイルの作成方法について説明し
ています。

付録 E 各バージョンの変更内容
JP1/NETM/DM マニュアルの変更内容について説明しています。

付録 F 用語解説
JP1/NETM/DM で使用する用語の意味について説明しています。

■関連マニュアル
このマニュアルの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 Version 8 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )（3020-3-L36）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用 )（3020-3-L37）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用 )（3020-3-L39）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Automatic Installation Tool ガイド (Windows(R) 用 )
（3020-3-L40）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Administrator Kit（3020-3-L41）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Remote Control（3020-3-L45）
• JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R) 用 )（3020-3-L42）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R) 用 )（3020-3-L43）
• JP1 Version 5 統合ネットワーク管理システム / ソフトウェア配布管理支援 / ワークステーショ
ン JP1/NETM/DM/W（3000-3-817）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Asset Information Manager 導入ガイド（3020-3-L33）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Asset Information Manager 設計・構築ガイド（3020-3-L34）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Asset Information Manager 運用ガイド（3020-3-L35）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Client Security Control（3020-3-L31）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit（3020-3-L50）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-K21）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド（3020-3-K22）
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• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-K24）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス
（3020-3-K25）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド（3020-3-K27）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ（3020-3-K28）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
（3020-3-K01）
• 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/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）
• JP1 Version 8 JP1/ 秘文 セットアップガイド（管理者用）（3020-3-L62）
• HiRDB Version 8 メッセージ（3020-6-358）
• 帳票作成機能 EUR EUR 帳票設計（3020-7-481）
• 帳票作成機能 EUR EUR 帳票出力（3020-7-483）
• 帳票作成機能 EUR EUR Print Service 帳票出力（3020-7-484）

■ JP1 Version 8 での製品体系の変更について
• JP1/NETM/DM Manager Embedded RDB Edition を廃止し，組み込み型のリレーショナル
データベースを JP1/NETM/DM Manager に統合しました。
• JP1/NETM/DM SubManager を廃止し，中継機能を JP1/NETM/DM Client に統合しました。
また，リモートコントロールする側の機能は，JP1/NETM/Remote Control Manager で提供
します。
• 中継システムまたはクライアントとして使用できる JP1/NETM/DM Client - Base と，三つの
オプション製品を追加しました。JP1/NETM/DM Client - Base は，三つのオプション製品を
インストールすることで，JP1/NETM/DM Client と同等の機能を使用できます。オプション
製品は，使用したい機能によって選択できます。
• JP1/NETM/DM Client Light Edition を廃止しました。JP1/NETM/DM Client Light Edition
の機能は，JP1/NETM/DM Client - Base および JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature で
提供します。
JP1 Version 8 での製品体系の変更について，次の図に示します。
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■ JP1 Version 8 でのマニュアル体系の変更について
JP1 Version 8 では，JP1/NETM/DM シリーズのマニュアル体系を変更しました。体系変更後の
各マニュアルの記載内容を次の表に示しますので，目的に応じてご利用ください。
マニュアル名
JP1 Version 7i
JP1/NETM/DM システム構築
(Windows(R) 用 )

JP1/NETM/DM システム運用
1(Windows(R) 用 )

記載内容の概略
JP1 Version 8

JP1/NETM/DM 導入・設計ガ
イド (Windows(R) 用 )

•
•
•
•

JP1/NETM/DM 構築ガイド
(Windows(R) 用 )

• インストールの手順
• セットアップの内容
• リレーショナルデータベースの
設定
• システム構成の管理

JP1/NETM/DM 運用ガイド
1(Windows(R) 用 )

• 配布管理システムの操作
• クライアントの操作
• メニュー一覧

製品概要
機能概要
代表的な構築例と運用例
導入から運用開始までの作業の
流れ
• システム構成の設計
• リレーショナルデータベースの
構造
• 機能差異
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マニュアル名
JP1 Version 7i

記載内容の概略
JP1 Version 8

JP1/NETM/DM システム運用
2(Windows(R) 用 )

JP1/NETM/DM 運用ガイド
2(Windows(R) 用 )

• 他プログラムとの連携
• コマンドの文法
• トラブルシューティング

JP1/NETM/DM Automatic
Installation Tool ガイド
(Windows(R) 用 )

JP1/NETM/DM Automatic
Installation Tool ガイド
(Windows(R) 用 )

Automatic Installation Tool の使
用方法

JP1/NETM/DM Administrator
Kit

JP1/NETM/DM
Administrator Kit

JP1/NETM/DM Administrator
Kit の使用方法

JP1/NETM/Remote Control

JP1/NETM/Remote Control

リモートコントロール機能の使用
方法

■このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，JP1/NETM/DM 関連製品の製品名称を次のように表記します。
表記
64 ビット版 JP1/NETM/DM Client

製品名称
Windows Server 2003 (IPF) 対応 JP1/NETM/DM
Client
Windows Server 2003 (IPF) 対応 JP1/NETM/DM
Client Light Edition

64 ビット版 JP1/NETM/Remote Control Agent

Windows Server 2003 (IPF) 対応 JP1/NETM/
Remote Control Agent

HTTP Gateway

JP1/NETM/DM HTTP Gateway

Internet Gateway

JP1/NETM/DM Internet Gateway

JP1/NETM/Client Security Control または JP1/
NETM/CSC

JP1/NETM/Client Security Control - Agent

JP1/NETM/DM

JP1/NETM/DM Client

JP1/NETM/Client Security Control - Manager
JP1/NETM/DM Client
JP1/NETM/DM Client
- Base
JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature
JP1/NETM/DM Client - Operation Log Feature
JP1/NETM/DM Client - Remote Control Feature
JP1/NETM/DM Manager

JP1/NETM/Remote Control

JP1/NETM/Remote Control Agent
JP1/NETM/Remote Control Manager

JP1/Remote Control

JP1/Remote Control Agent
JP1/Remote Control Manager

そのほかの製品名称，および名称について次のように表記します。
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表記

製品名称および名称

AMT

Intel(R) Active Management Technology

hp OpenView nnm または HP OpenView nnm

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

Itanium 2

Intel(R) Itanium(R) 2 プロセッサ

JP1/AJS2

JP1/Automatic Job Management System 2

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2 および JP1/
Cm2/NNM

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/SNMP System Observer

JP1/PFM/SSO

JP1/Performance Management/SNMP System
Observer

JP1/SSO

JP1/Server System Observer

JP1/Cm2/NNM 250

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

JP1/Cm2/NNM
Enterprise

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

JP1/IM

JP1/ 秘文

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View

JP1/ 秘文 CG Pro

JP1/ 秘文 Advanced Edition CopyGuard
Professional

JP1/ 秘文 IC

JP1/ 秘文 Advanced Edition Information
Cypher

JP1/ 秘文 IF

JP1/ 秘文 Advanced Edition Information
Fortress

JP1/ 秘文 IF Mail
Option

JP1/ 秘文 Advanced Edition Information
Fortress Mail Option

JP1/ 秘文 IS

JP1/ 秘文 Advanced Edition Information Share

JP1/ 秘文 LogManager

JP1/ 秘文 Advanced Edition LogManager

JP1/ 秘文 MailGuard

JP1/ 秘文 Advanced Edition MailGuard

Linux

Linux(R)

MBSA

Microsoft(R) Baseline Security Analyzer

Microsoft Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)
Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft Internet Information Services

Microsoft(R) Internet Information Services 6.0
Microsoft(R) Internet Information Services 7.0

Microsoft SQL Server

Microsoft(R) SQL Server 2000
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表記

製品名称および名称
Microsoft(R) SQL Server 2005
Microsoft(R) SQL Server 7.0

Oracle

Oracle8i
Oracle9i

Pentium

Intel(R) Pentium(R)

Sun ONE Web Proxy Server

Sun(TM) ONE Web Proxy Server

Visual Test

Visual Test 4.0
Visual Test 6.0

Windows

Windows 98

Microsoft(R) Windows(R) 98 Operating System

Windows Me

Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition
Operating System

Windows
NT

Windows
2000

Windows
NT 4.0

Windows
Server
2003

Windows
2000
Advanced
Server

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

Windows
2000
Datacente
r Server

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter
Server Operating System

Windows
2000
Professio
nal

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

Windows
2000
Server

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

Windows
NT Server
4.0

Microsoft(R) Windows NT(R) Server Network
Operating System Version4.0

Windows
NT
Workstati
on 4.0

Microsoft(R) Windows NT(R) Workstation
Operating System Version4.0

Windows
Server
2003

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

製品名称および名称
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Standard Edition
Windows
Server
2003
(IPF)

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

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Windows
Server
2003 (x64)

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

Windows
XP Home
Edition

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
Operating System

Windows
XP
Professio
nal

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

Windows 95

Microsoft(R) Windows(R) 95 Operating System

Windows CE

Microsoft(R) Windows(R) CE Operating
System

WSUS

WUA

WSUS 2.0

Microsoft(R) Windows Server(R) Update
Services 2.0

WSUS 3.0

Microsoft(R) Windows Server(R) Update
Services 3.0

WUA 2.0

Windows Update Agent 2.0
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表記

秘文

製品名称および名称

WUA 3.0

Windows Update Agent 3.0

秘文 IC

秘文 Advanced Edition Information Cypher

秘文 IF

秘文 Advanced Edition Information Fortress

秘文 IF Mail Option

秘文 Advanced Edition Information Fortress
Mail Option

秘文 IS

秘文 Advanced Edition Information Share

■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主な英略語を次に示します。
英略語

正式名称

AIF

Application Information File

AIT

Automatic Installation Tool

API

Application Programming Interface

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

BIOS

Basic Input/Output System

CD

Compact Disc

CD-R

Compact Disc Recordable

CD-ROM

Compact Disc Read Only Memory

CPU

Central Processing Unit

CSV

Comma Separated Values

DB

Database

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name System

DVD

Digital Versatile Disc

EULA

End User License Agreement

FAT

File Allocation Table

FD

Floppy Disk

FUS

Fast User Switching

GUI

Graphical User Interface

HD

Hard Disk

HDD

Hard Disk Drive

HPFS

High Performance File System

HTML

Hypertext Markup Language

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

ID

Identifier
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英略語

正式名称

IE

Internet Explorer

IEEE 1394

Institute of Electrical and Electronic Engineers 1394

IMAPI

Image Mastering Applications Programming Interface

IP

Internet Protocol

IPF

Itanium Processor Family

LAN

Local Area Network

MO

Magneto-Optical disk

MS-DOS

Microsoft Disk Operating System

NIC

Network Interface Card

ODBC

Open Database Connectivity

OS

Operating System

OU

Organizational Unit

PC

Personal Computer

PP

Program Product

RAS

Remote Access Service

SD

Secure Digital

SFP

System File Protection

SMBIOS

System Management Basic Input/Output System

SOL

Serial Over LAN

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAP

User Application Program

UNC

Universal Naming Convention

URL

Uniform Resource Locator

USB

Universal Serial Bus

UTC

Coordinated Universal Time

UUID

Universally Unique Identifier

VRAM

Video Random Access Memory

WAN

Wide Area Network

WINS

Windows Internet Name Service

WMI

Windows Management Instrumentation

WS

Workstation

WWW

World Wide Web

■マニュアル間の参照指示について
マニュアル「JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )」，
「JP1/NETM/DM 構築ガイ
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ド (Windows(R) 用 )」
，「JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用 )」，
「JP1/NETM/DM 運
用ガイド 2(Windows(R) 用 )」または「JP1/NETM/DM Automatic Installation Tool ガイド
(Windows(R) 用 )」間で，相互にマニュアルを参照していただく場合，次の形式で参照指示して
います。
『AA については，マニュアル「BBB」の「n.n.n

XXXXX」を参照してください。』

AA
参照していただく項目です。
BBB
参照先マニュアルの略称です。マニュアル名称の共通部分（「JP1/NETM/DM」および
「(Windows(R) 用 )」の部分）を省略しています。省略されている部分を補ってお読みくだ
さい。
n.n.n
参照先の章・節・項番号です。(1) や (a) などの括弧付き項番が付く場合もあります。
XXXXX
参照先の標題（見出し）です。

■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のように定義します。
記号

意味

［

］

ウィンドウ，ダイアログボックス，タブ，パネル，メニュー，ボタン，アイコン，
グループ，フォルダ，およびキーの名称を示す。

「

」

画面上の文字列，記号，およびジョブの名称を示す。

［A］−［B］

メニューを連続して選択することを示す。
（例）［ファイル］−［新規作成］
上記の例では，［ファイル］メニューを選択して，プルダウンメニューから［新規
作成］を選択することを示す。

［X］+［Y］

キーを同時に押すことを示す。
（例）［Ctrl］＋［C］キー
上記の例では，［Ctrl］キーと［C］キーを同時に押すことを示す。

斜体文字

可変の値を示す。
（例） 日付は YYYYMMDD の形式で指定する。

■文法で使用する記号
文法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 )

XII

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。

はじめに

記号

意味

{ }
( 波括弧 )

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。

[ ]
( 角括弧 )

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。

…
( 点線 )

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… は「A のあとに A を必要個数指定できる」ことを示す。項目と項目の
間は，一つ以上のスペースで区切る。

_
( 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 を選択したと見なすことを
示す。

■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。
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■マニュアルの使用方法
• このマニュアルでは，特に記載がない場合，接続先の JP1/NETM/DM 製品のバージョンを，
Windows 版は 08-52，UNIX 版 JP1/NETM/DM Manager は 06-75，UNIX 版 JP1/NETM/
DM SubManager は 08-50 と仮定しています。接続先システムが上記より前のバージョンの
JP1/NETM/DM 製品を使用している場合，そのバージョンがサポートする機能だけを実現で
きます。
• UNIX 版 JP1/NETM/DM との用語差異および機能差異については，マニュアル「導入・設計
ガイド」の「付録 D.3

UNIX 版 JP1/NETM/DM との差異」を参照してください。

• Windows Server 2008・Windows Vista 版 JP1/NETM/DM Client との機能差異については，
マニュアル「運用ガイド 2」の「付録 A Windows Server 2008・Windows Vista 版 JP1/
NETM/DM Client の機能」を参照してください。
• 64 ビット版 JP1/NETM/DM Client との機能差異については，マニュアル「運用ガイド 2」の
「付録 B 64 ビット版 JP1/NETM/DM Client の機能」を参照してください。
• Windows CE 版 JP1/NETM/DM Client との機能差異については，マニュアル「運用ガイド
2」の「付録 C Windows CE 版 JP1/NETM/DM Client の機能」を参照してください。

■ HTML ヘルプについて
JP1/NETM/DM では，次に示す HTML ヘルプを提供しています。
JP1/NETM/DM のヘルプ（JP1/NETM/DM Manager，JP1/NETM/DM Client（中継システム），
および JP1/NETM/DM Client - Base（中継システム）用）
JP1/NETM/DM のヘルプの内容は，次のマニュアルを統合したものです。
・JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド (Windows(R) 用 )
・JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 構築ガイド (Windows(R) 用 )
・JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 1(Windows(R) 用 )
・JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド 2(Windows(R) 用 )
・JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Automatic Installation Tool ガイド (Windows(R) 用 )
JP1/NETM/DM Client のヘルプ（JP1/NETM/DM Client（クライアント）および JP1/NETM/
DM Client - Base（クライアント）用）
JP1/NETM/DM Client のヘルプの内容は，上記のマニュアルからクライアントの説明を抜
粋したものです。
これらの HTML ヘルプでは，検索したい項目を HTML ヘルプの全文から検索できます。
JP1/NETM/DM の各ウィンドウの［ヘルプ］メニューや各ダイアログボックスの［ヘルプ］ボ
タンから，HTML ヘルプを起動できます。HTML ヘルプは，Microsoft Internet Explorer 5.01
以降がインストールされている PC で参照してください。

■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）
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脆弱（ぜいじゃく）
貼り付け（はりつけ）
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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配布管理システムを操作す
る
この章では，配布管理システムの起動，終了，ウィンドウ構成
など，配布管理システムの基本的な操作について説明します。

1.1 配布管理システムのメニュー
1.2 リモートインストールマネージャの起動と終了
1.3 ウィンドウの構成と基本操作
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1.1 配布管理システムのメニュー
配布管理システムの機能を使用するには，［スタート］メニューから JP1/NETM/DM の
プログラムフォルダを選択し，各機能のメニューを選択します。これらのメニューは，
JP1/NETM/DM Manager の「サーバ」または JP1/NETM/DM Client（中継システム）
の「中継システム」コンポーネントを，「リモートインストールマネージャ」サブコン
ポーネントを選択した状態でインストールすると作成されます。
配布管理システムの各機能のメニューについて次に説明します。
● リモートインストールマネージャ
ソフトウェアの配布，インベントリ情報の管理，ファイルの収集など，配布管理シス
テムの主な機能を実行するリモートインストールマネージャを起動するメニューです。
リモートインストールマネージャの操作方法については，
「1.2 リモートインストー
ルマネージャの起動と終了」および「1.3

ウィンドウの構成と基本操作」を参照して

ください。
● データベースマネージャ（JP1/NETM/DM Manager だけ）
リレーショナルデータベースを作成したり，メンテナンスしたりするための，データ
ベースマネージャを起動するメニューです。このメニューは，
「サーバ」の「データ
ベースマネージャ」サブコンポーネントをインストールした場合に作成されます。
データベースマネージャの操作方法については，マニュアル「構築ガイド」の「7.4
データベースマネージャの操作方法（Embedded RDB の場合）」または「7.5

データ

ベースマネージャの操作方法（Microsoft SQL Server または Oracle の場合）
」を参照
してください。
● アンアーカイバ
圧縮またはアーカイブされたファイルを元の形式に復元するためのアンアーカイバを
起動するメニューです。クライアントからリモートコレクトしたファイルは，アーカ
イブまたは圧縮された形式で配布管理システムに格納されるため，配布管理システム
で扱えるようにするには，アンアーカイバを使用して復元する必要があります。
アンアーカイバの操作方法については，
「5.1.2 収集ファイルの復元」を参照してく
ださい。
● CSV 出力ユティリティ
インベントリ情報など，配布管理システムでの管理情報を CSV 形式のファイルへ出力
するための，CSV 出力ユティリティを起動するメニューです。CSV 形式のファイル
に出力した管理情報は表計算ソフトウェアなどに入力して使用できるため，情報の
ソートや管理帳票の作成が容易になります。
CSV 出力ユティリティの操作方法については，
「9.1 CSV 出力ユティリティでファイ
ルを出力する」を参照してください。
● セットアップ
JP1/NETM/DM Manager または JP1/NETM/DM Client（中継システム）の動作環境
を変更するメニューです。通常，動作環境はインストール時に設定しますが，このメ
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ニューからセットアップを起動して変更することもできます。変更した動作環境は，
PC を再起動したあと，有効になります。
JP1/NETM/DM Manager のセットアップ方法についてはマニュアル「構築ガイド」
の「4. JP1/NETM/DM Manager をセットアップする」を，JP1/NETM/DM Client
（中継システム）のセットアップ方法についてはマニュアル「構築ガイド」の「5.
JP1/NETM/DM Client（中継システム）をセットアップする」を，それぞれ参照して
ください。
● インベントリビューア（JP1/NETM/DM Manager だけ）
クライアントから取得したインベントリ情報を，表示，集計，およびグラフ表示でき
るウィンドウを起動するメニューです。インベントリビューアの詳細については，「4.
インベントリ情報を管理する」を参照してください。
● Asset Information Manager（JP1/NETM/DM Manager だけ）
「Asset Information Manager Limited」コンポーネントを使用する場合に，Asset
Information Manager Limited の動作環境を設定・変更するメニューです。設定・変
更した動作環境は，PC を再起動したあと，有効になります。
Asset Information Manager Limited のセットアップ方法については，マニュアル
「構築ガイド」の「10.1 Asset Information Manager Limited をセットアップする」
を参照してください。
なお，このメニューは，「Asset Information Manager Limited」コンポーネントをイ
ンストールした場合に作成されます。
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1.2 リモートインストールマネージャの起動と
終了
配布管理システムの主な機能は，リモートインストールマネージャから操作します。
ここでは，リモートインストールマネージャを起動および終了する方法について説明し
ます。
なお，配布管理システムのサーバの機能は，Windows NT の起動時に自動的に起動し，
Windows NT の終了時に自動的に終了します。

1.2.1

リモートインストールマネージャを起動する

リモートインストールマネージャを起動する手順を次に示します。
1. ［スタート］メニューの［プログラム］から［JP1_NETM_DM Manager］（または
［JP1_NETM_DM Client］）−［リモートインストール マネージャ］を選択する。
［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックスが表示されます。
図 1-1 ［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックス

2. 配布管理システムにログオンするための情報を入力する。
「JP1/NETM/DM サーバ名」には，配布管理システムのホスト名を入力します。
「ユーザ ID」および「パスワード」には，JP1/NETM/DM のデータベースにアクセ
ス権のあるユーザ ID およびパスワードを入力します。
JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合，JP1/Base に登
録されている JP1 ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。
バンドル版の JP1/NETM/DM Client を管理している場合
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システム内にバンドル版の JP1/NETM/DM Client が 100 台増えるたびに，リ
モートインストールマネージャの起動時にライセンスを確認する［管理ノードラ
イセンス］ダイアログボックスが表示されます。バンドル版の JP1/NETM/DM
Client のライセンスに問題がなければ，［はい］ボタンをクリックしてリモート
インストールマネージャを起動してください。
なお，［管理ノードライセンス］ダイアログボックスには，システム情報を取得
しているバンドル版の JP1/NETM/DM Client の台数が表示されます。バンドル
版の JP1/NETM/DM Client の台数を正しく管理するためには，あらかじめ，す
べてのバンドル版の JP1/NETM/DM Client からシステム情報を取得しておく必
要があります。バンドル版の JP1/NETM/DM Client からシステム情報を取得し
ていない場合は，［管理ノードライセンス］ダイアログボックスは表示されませ
ん。

リモートインストールマネージャを起動すると，次に示すウィンドウが表示されま
す。メニューの意味については，
「付録 A メニュー一覧」を参照してください。
図 1-2 リモートインストールマネージャ

ツールバー
ツールバー上のボタン（ツールボタン）をクリックすると，ボタンに応じた機能
を実行します。ボタンにマウスカーソルを合わせると，ボタンの機能が表示され
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ます。ツールバーは，
［表示］メニューの［ツールバー］を選択することで，表
示の有無を選択できます。また，ツールバーは，最初の起動時にはウィンドウの
上側に付いていますが，ドラッグして移動することもできます。
ラベル
個々のウィンドウのラベル（ウィンドウの上部に表示される項目）をクリックす
ると，クリックしたラベルを基準にして，ウィンドウに表示される情報を並べ替
えることができます。
ステータスバー
JP1/NETM/DM のメッセージが表示されます。ステータスバーは，［表示］メ
ニューの［ステータスバー］を選択することで，表示させるかどうかを選択でき
ます。
リモートインストールマネージャは，JP1/IM から起動することもできます。JP1/IM か
ら起動する方法については，マニュアル「運用ガイド 2」の「2.1

JP1/IM から JP1/

NETM/DM を起動する」を参照してください。
なお，リモートインストールマネージャは，ODBC システムデータソースの更新権限を
持ったユーザが使用してください。また，リモートインストールマネージャだけをイン
ストールした PC では，次の点に注意してください。
● リモートインストールマネージャのインストール後に，フルコントロール権限を持っ
たユーザが 1 回以上リモートインストールマネージャを操作する必要があります。
● ここで指定したログオン先の PC での，セットアップの［データベース環境］パネル
の設定が有効になります。リモートインストールマネージャだけをインストールした
PC での設定は無効です。

1.2.2

リモートインストールマネージャを終了する

リモートインストールマネージャを終了するには，［ファイル］メニューの［終了］を選
択します。次回の起動時からは，前回の終了時の状態がそのまま引き継がれます。
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1.3 ウィンドウの構成と基本操作
リモートインストールマネージャのウィンドウ上には，必要に応じて，7 種類（中継シス
テムでは 4 種類）のウィンドウを表示できます。ここでは，それぞれのウィンドウの役
割とウィンドウの基本操作について説明します。
リモートインストールマネージャ上に表示できるウィンドウを次の表に示します。
表 1-1 リモートインストールマネージャ上に表示できるウィンドウ
項
番

ウィンドウの種類

表示するシステム

マネージャおよび中継マ
ネージャ

中継システム

1

［システム構成］ウィンドウ

○

−

2

［あて先］ウィンドウ

○

○

3

［パッケージ］ウィンドウ

○

○

4

［ジョブ定義］ウィンドウ

○

○

5

［ジョブ実行状況］ウィンドウ

○

○

6

［管理情報リスト］ウィンドウ

○

−

7

［ディレクトリ情報］ウィンドウ

○

−

（凡例）○：表示できる

−：表示できない

中継システムのリモートインストールマネージャは，マネージャおよび中継マネージャ
のリモートインストールマネージャのウィンドウと異なる点があります。

1.3.1 ［システム構成］ウィンドウ
JP1/NETM/DM システムを構成するシステムの物理的な構成情報を表示するウィンドウ
です。JP1/NETM/DM のジョブを実行するには，まずこのウィンドウで，ジョブの対象
となるすべてのシステムを定義する必要があります。
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図 1-3 ［システム構成］ウィンドウ

ウィンドウの左枠には，システム構成が階層的に表示されます。右枠には次の 7 種類の
タブがあり，表示させる情報を選択できます。
なお，これらのタブは［あて先］ウィンドウおよび［ディレクトリ情報］ウィンドウで
も表示されます。
［一覧］タブ
左枠で選択されたシステムの下位のシステムが一覧表示されます。
［属性］タブ
左枠で選択したシステムの属性情報（ホスト名，IP アドレス，ホスト識別子，ホス
ト種別など）が表示されます。
「更新日時」に，システム構成情報を更新した日時が
表示されます。なお，
「キー」欄に表示されるアイコンは，その項目がノード識別
キーであることを示しています。
［インストールパッケージ］タブ
左枠で選択したシステムにインストールされているパッケージの情報が表示されま
す。ここで表示されるのは，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブで取得した次のソフ
トウェアの情報です。
• JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェア
• 配布管理システムの「ソフトウェア検索リスト」を使用して検索したソフトウェ
ア
• クライアントの［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］ま
たは［プログラムの追加と削除］に記録されているソフトウェア
［システム情報］タブ
左枠で選択したシステムの，ハードウェアの情報が表示されます。ここで表示され
るのは，
「システム情報の取得」ジョブで取得した情報です。
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［ユーザインベントリ］タブ
左枠で選択したシステムのユーザインベントリ情報が表示されます。ここで表示さ
れるのは，「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブで配布した項目，およびその項
目に対してクライアントユーザから入力された値（「システム情報の取得」または
「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブで取得）です。
このタブは，中継システムでは表示されません。
［レジストリ情報］タブ
左枠で選択したシステムの，レジストリの情報が表示されます。ここで表示される
のは，「レジストリ取得項目の転送」ジョブで配布した項目と，対応する値（
「シス
テム情報の取得」ジョブで取得された情報）です。
このタブは，中継システムでは表示されません。
［ソフトウェアインベントリ］タブ
左枠で選択したシステムにインストールされているソフトウェアの情報が表示され
ます。ここで表示されるのは，「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「ファイルを検
索」，
「Microsoft Office 製品を検索」
，および「ウィルス対策製品を検索」で取得し
たソフトウェアの情報です。
このタブは，中継システムでは表示されません。

1.3.2 ［あて先］ウィンドウ
［システム構成］ウィンドウに定義されたホストを，ジョブのあて先として管理しやすい
ようにグループ化して表示するウィンドウです。あて先グループおよび ID の，作成，編
集などができます。
図 1-4 ［あて先］ウィンドウ
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ウィンドウの左枠には，グループ化されたあて先が階層的に表示されます。右枠には
［システム構成］ウィンドウと同じ 7 種類（中継システムでは 4 種類）のタブに加えて，
次のタブが表示されます。
［ID 管理中継］タブ
左枠で ID を選択した場合に，その ID を管理する中継マネージャまたは中継システ
ムが一覧表示されます。
なお，左枠で ID を選択した場合，
［一覧］タブにはその ID に所属するあて先が一覧表
示されますが，メニューで［表示］−［ID をダブルクリックした時だけ ID 下のあて先
を表示する］を選択すると，シングルクリックだけではあて先が表示されません。ID 下
のあて先が多数（1 万台以上）あって，あて先を参照する必要がない場合は，このように
設定することをお勧めします。

1.3.3 ［パッケージ］ウィンドウ
キャビネット内の，パッケージの情報を表示するウィンドウです。パッケージの確認や
編集ができます。
図 1-5 ［パッケージ］ウィンドウ

ウィンドウの左枠には，キャビネットとパッケージの階層構造が表示されます。右枠に
は次の 3 種類のタブがあり，表示させる情報を選択できます。
［一覧］タブ
左枠で選択した項目の一つ下位の情報（キャビネットまたはパッケージ）が一覧表
示されます。
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［属性情報］タブ
左枠で選択したキャビネットまたはパッケージの属性情報（キャビネット名，パッ
ケージ名，パッケージの容量や圧縮の有無など）が表示されます。
［パッケージ内容］タブ
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合に，パッケージに含まれて
いるファイルの名称，サイズ，および最終更新日時が表示されます。

1.3.4 ［ジョブ定義］ウィンドウ
作成（保存）されたジョブを表示するウィンドウです。ジョブの作成時に保存したジョ
ブは，［ジョブ定義］ウィンドウにフォルダごとに表示されます。また，実行日時を設定
したジョブを実行したときにも，実行したジョブが［ジョブ定義］ウィンドウに保存さ
れます。
図 1-6 ［ジョブ定義］ウィンドウ

このウィンドウでは，ジョブを保存するためのフォルダを作成したり，保存されている
ジョブを編集して再実行したりできます。

1.3.5 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ
ジョブの実行状況を表示するウィンドウです。実行したジョブの状況が，フォルダ，
ジョブ，あて先，パッケージの順で，階層的に表示されます。ジョブの実行結果を確認
したり，エラーとなったジョブを再実行したりできます。
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図 1-7 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

1.3.6 ［管理情報リスト］ウィンドウ
ソフトウェア検索リストの一覧を表示するウィンドウです。
図 1-8 ［管理情報リスト］ウィンドウ

ソフトウェア検索リストとは，クライアントにインストールされているソフトウェアを
検索するためのリストです。リストの登録内容とクライアントのフォルダの内容を突き
合わせて検索し，同じものがあればインストールパッケージとして通知されます。JP1/
NETM/DM が標準で提供しているリストとユーザが任意に作成するリストの 2 種類があ
り，このウィンドウから，ユーザ任意のソフトウェア検索リストの作成・編集ができま
す。

1.3.7 ［ディレクトリ情報］ウィンドウ
Active Directory で管理しているディレクトリ情報を表示するウィンドウです。Active
Directory と連携している場合に，クライアントのコンピュータ情報やユーザ情報を参照
できます。
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図 1-9 ［ディレクトリ情報］ウィンドウ

ウィンドウの左枠には，Active Directory で管理しているドメイン，組織単位（OU）お
よびコンピュータが階層的に表示されます。右枠には［システム構成］ウィンドウと同
じ 7 種類のタブに加えて，次のタブが表示されます。
［ディレクトリ情報］タブ
Active Directory で管理しているコンピュータ情報およびユーザ情報が一覧表示され
ます。
Active Directory のコンピュータ情報と JP1/NETM/DM のシステム構成情報は，ディレ
クトリ情報取得コマンド（dcmadsync.exe）の実行で関連づけられます。そのため，
ディレクトリ情報の更新のタイミングによっては関連づけられていない状態になること
があります。その場合は，手動で Active Directory のコンピュータ情報と JP1/NETM/
DM のシステム構成情報の引き当てを実行してください。Active Directory のコンピュー
タ情報と JP1/NETM/DM のシステム構成情報の引き当て方法を次に示します。
1. ［ディレクトリ情報］ウィンドウの左枠でコンピュータ名を選択する，または右枠の
［一覧］タブのリストでコンピュータ名を選択する。
2. ［ファイル］メニューから［システム構成情報の引き当て］を選択する。
引き当て対象となるホストが，
［引き当て対象ホスト選択］ダイアログボックスに表
示されます。

13

1. 配布管理システムを操作する

図 1-10 ［引き当て対象ホスト選択］ダイアログボックス

［引き当て対象ホスト選択］ダイアログボックスには，次の項目が表示されます。
• ホスト名
• ホスト識別子
• IP アドレス
• ノード名称
• 登録日時
3. ［引き当て対象ホスト選択］ダイアログボックスが表示された場合，引き当て対象と
するホストの行を選択して，［OK］ボタンをクリックする。
選択したホストと引き当てが実行され，［引き当て対象ホスト選択］ダイアログボッ
クスは閉じます。
なお，Active Directory のコンピュータ情報に JP1/NETM/DM のシステム構成情報が引
き当てられていない場合，属性情報に「ホスト名」，
「タイプ」および「所属」だけが表
示されます。

1.3.8

中継システムとのリモートインストールマネージャの
差異

中継システムのリモートインストールマネージャのウィンドウは，マネージャおよび中
継マネージャのウィンドウと異なる点があります。ここでは，その差異について説明し
ます。
中継システムのリモートインストールマネージャのウィンドウ例を次に示します。
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図 1-11 中継システムのリモートインストールマネージャのウィンドウ例

（1） ソートのサポート範囲の差異
ソートのサポート範囲の差異を表 1-2 〜表 1-7 に示します。
表 1-2 ［システム構成］ウィンドウでソートできる項目
タブ名称

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

一覧

不可

あて先（両方向）

属性

不可

不可

インストールパッケージ

不可

すべて（両方向）

システム情報

不可

不可

ユーザインベントリ

−

すべて（両方向）

レジストリ情報

−

すべて（両方向）

ソフトウェアインベントリ

−

すべて（両方向）

（凡例） −：タブが表示されない

表 1-3 ［あて先］ウィンドウでソートできる項目
タブ名称

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

一覧

不可

あて先（両方向）

属性

不可

不可

インストールパッケージ

不可

すべて（両方向）
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タブ名称

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

システム情報

不可

不可

ID 管理中継

不可

不可

ユーザインベントリ

−

すべて（両方向）

レジストリ情報

−

すべて（両方向）

ソフトウェアインベントリ

−

すべて（両方向）

（凡例） −：タブが表示されない

表 1-4 ［パッケージ］ウィンドウでソートできる項目
タブ名称

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

一覧

すべて（片方向だ
け）

すべて（両方向）

属性情報

不可

不可

パッケージ内容

すべて（片方向だ
け）

すべて（両方向）

表 1-5 ［ジョブ定義］ウィンドウでソートできる項目
タブ名称

一覧

中継システム

すべて（片方向だ
け）

マネージャおよび中継マネー
ジャ
すべて（両方向）

表 1-6 ［ジョブ実行状況］ウィンドウでソートできる項目
項目名称

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

ジョブ

片方向だけ

両方向

実行状況

不可

両方向

完了 / エラー / 拒否 / 総数

不可

両方向

実行状態

不可

両方向

進行度

不可

両方向

実行日時

片方向だけ

両方向

表 1-7 ［ディレクトリ情報］ウィンドウでソートできる項目
タブ名称

一覧
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中継システム

不可

マネージャおよび中継マネー
ジャ
あて先（両方向）
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マネージャおよび中継マネー
ジャ

属性

不可

不可

インストールパッケージ

不可

すべて（両方向）

システム情報

不可

不可

ユーザインベントリ

−

すべて（両方向）

レジストリ情報

−

すべて（両方向）

ソフトウェアインベントリ

−

すべて（両方向）

ディレクトリ情報

不可

不可

（凡例） −：タブが表示されない

（2） アイコンの差異
中継システムのリモートインストールマネージャとマネージャおよび中継マネージャの
リモートインストールマネージャには，ウィンドウ内やツールバーのアイコンに差異が
あります。

（3） その他の差異
ソートとアイコン以外の差異について次に示します。
項目

中継システム

マネージャおよび中継マネー
ジャ

ウィンドウの左枠でのツリーの展開方法

ダブルクリックだけ可

シングルクリックおよびダブル
クリックが可

横スクロールバー

なし

GUI での［システム構成］，［あて先］
，お
よび［ジョブ定義］ウィンドウの項目の名
称変更

できない

できる

ツールチップの表示（右枠）

表示あり

表示なし

ツールチップの表示（左枠）

表示なし

表示あり

あり
（
［システム構成］
，［あて先］，
［パッケージ］
，
［ジョブ定義］，
および［ジョブ実行状況］ウィ
ンドウ）

1.3.9 ウィンドウの操作方法
リモートインストールマネージャのウィンドウに対する基本的な操作方法を次に示しま
す。

（1） 新しいウィンドウを開く
リモートインストールマネージャのウィンドウ上で新しいウィンドウを開くには，
［ファ

17

1. 配布管理システムを操作する

イル］メニューから［新規作成］を選択し，下位に表示されるメニューから目的のウィ
ンドウを選択します。表示できるウィンドウ数に制限はありません。同じ種類のウィン
ドウを複数開くこともできます。

（2） ウィンドウを整列させる
リモートインストールマネージャのウィンドウ中に複数のウィンドウを表示する場合，
ウィンドウを整列させると，リモートインストールマネージャを操作しやすくなります。
整列の対象となるのは，［管理情報リスト］ウィンドウ以外の 6 種類のウィンドウです。
ただし，同時に配置できるウィンドウは 3 または 4 種類です。
ウィンドウの整列方法を次に示します。
1. ［オプション］メニューから［整列パターン］を選択する。
［整列パターン］ダイアログボックスが表示されます。
図 1-12 ［整列パターン］ダイアログボックス

パターン
表示するウィンドウの数およびレイアウトのパターンを選択します。同じ種類の
ウィンドウは，同じ位置に整列されます。したがって，同じ種類のウィンドウを
複数表示しているときにウィンドウを整列すると，同じ位置に重ねて表示されま
す。
ウィンドウ
整列させるウィンドウの種類を選択します。
「選択元」でウィンドウ名を選択し，
［>］ボタンをクリックすると，ウィンドウ名が「選択したウィンドウ」に移動
し，表示対象となります。選択を取り消すときは，
「選択したウィンドウ」で
ウィンドウ名を選択後，
［<］ボタンをクリックします。すべての選択を取り消す
ときは［<<］ボタンをクリックします。
「選択したウィンドウ」内での順序は，パターン図中の数字（1 〜 4）に対応して
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います。この図の例では，パターン 1 の「1」の位置に［システム構成］ウィン
ドウ，「2」の位置に［パッケージ］ウィンドウ，「3」の位置に［ジョブ実行状
況］ウィンドウが配置されます。選択したウィンドウが整列実行時に表示されて
いないときは，リモートインストールマネージャのウィンドウ中の対応個所が空
欄になります。
2. ［OK］ボタンをクリックする。
設定を反映して，
［整列パターン］ダイアログボックスが閉じます。
3. ［ウィンドウ］メニューから［ウィンドウの整列］を選択する。
設定したレイアウトでウィンドウが整列します。

（3） ウィンドウのフォントを変更する
リモートインストールマネージャのウィンドウで複数の画面を表示すると，参照したい
情報の内，表示されない情報が発生することがあります。このような場合には，画面の
フォントを変更することで画面の表示情報量を増やすことができます。
ウィンドウのフォントの変更方法を次に示します。
1. ［表示］メニューから［フォント］を選択する。
［フォント］ダイアログボックスが表示されます。
図 1-13 ［フォント］ダイアログボックス

このダイアログボックスでは，次の項目を設定できます。
• フォント名
• スタイル
• サイズ
• 書体の種類
2. 必要な項目を設定し，
［OK］ボタンをクリックする。
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設定した値を反映して，［フォント］ダイアログボックスが閉じます。

なおフォント変更後，初期インストール時のフォントに戻したい場合は次に示すフォン
トを指定してください。
• フォント名：System
• スタイル：標準
• サイズ：14
• 書体の種類：日本語
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ソフトウェアをリモートイ
ンストールする
この章では，ソフトウェアのリモートインストールの方法につ
いて詳しく説明します。

2.1 パッケージングの方法
2.2 パッケージの詳細設定
2.3 リモートインストールの実行
2.4 キャビネットとパッケージの管理
2.5 リモートインストールの運用例
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2.1 パッケージングの方法
ここでは，ソフトウェアをパッケージングする方法について説明します。

2.1.1

パッケージャの起動

ソフトウェアのパッケージングは，パッケージャの［JP1/NETM/DM パッケージャ］
ウィンドウから実行します。

（1） パッケージャの起動方法
［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウの起動方法を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［ソフトウェア パッケージャ］を選択する。
［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックスが表示されます。［JP1/NETM/DM
ログオン］ダイアログボックスは，パッケージャの接続先の製品種別に応じて異なり
ます。
• JP1/NETM/DM Manager の場合
図 2-1 ［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックス（JP1/NETM/DM Manager の場
合）

• JP1/NETM/DM Client（中継システム）または JP1/NETM/DM SubManager の場合
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図 2-2 ［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックス（JP1/NETM/DM Client（中継シ
ステム）または JP1/NETM/DM SubManager の場合）

JP1/NETM/DM サーバ名
パッケージャが接続する配布管理システムのホスト名を指定します。
製品種別
配布管理システムの種別を「JP1/NETM/DM Manager」または「JP1/NETM/
DM Client（中継システム）または JP1/NETM/DM SubManager」から選択し
ます。
選択できる製品種別と，それに対応する製品名を次に示します。
製品種別

対応する製品名

JP1/NETM/DM Manager

Windows 版 JP1/NETM/DM Manager
Windows 版 NETM/DM Manager
UNIX 版 JP1/NETM/DM Manager
UNIX 版 JP1/NETM/DM
UNIX 版 JP1/NETM/DM/W-AF
UNIX 版 NETM/DM
UNIX 版 NETM/DM/W-AF

JP1/NETM/DM Client（中継システム）
または JP1/NETM/DM SubManager

Windows 版 JP1/NETM/DM Client
Windows 版 JP1/NETM/DM Client - Base
Windows 版 JP1/NETM/DM SubManager
Windows 版 NETM/DM SubManager
UNIX 版 JP1/NETM/DM SubManager
UNIX 版 JP1/NETM/DM/W
UNIX 版 NETM/DM/W
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ユーザ ID
接続先が JP1/NETM/DM Manager の場合に表示されます。データベースマネー
ジャで設定した管理者ユーザ ID を設定してください。
JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合，パッケー
ジャを操作できる権限を持つ JP1 ユーザのユーザ名を入力してください。
パスワード
接続先が JP1/NETM/DM Manager の場合に表示されます。データベースマネー
ジャで設定したパスワードを指定してください。
「ユーザ ID」に JP1 ユーザを入力した場合，JP1 ユーザ名に対するパスワードを
指定してください。
［詳細設定］ボタン
［詳細情報の設定］ダイアログボックスを表示します。接続先，通信関連および
ダイヤルアップ接続の設定を変更できます。
［詳細情報の設定］ダイアログボッ
クスの設定については，
「(2) 詳細情報の設定」を参照してください。
2. 必要な情報を設定し，［接続］ボタンをクリックする。
「JP1/NETM/DM サーバ名」に設定した配布管理システムに接続して，［JP1/NETM/
DM パッケージャ］ウィンドウが表示されます。
図 2-3 ［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウ

［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウには，次の二つのウィンドウが表示され
ます。
•［ファイル］ウィンドウ
パッケージングするファイルを選択するウィンドウです。
•［パッケージ］ウィンドウ
キャビネットに格納されたパッケージが表示されるウィンドウです。パッケージを
削除したり，キャビネットを編集したりできます。
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（2） 詳細情報の設定
［詳細情報の設定］ダイアログボックスで指定できる内容について説明します。パッケー
ジャの接続先に関する設定を変更できます。
（a）［接続先サーバ］パネル
［接続先サーバ］パネルでは，パッケージャの接続先の配布管理システムを追加・変更で
きます。
図 2-4 ［接続先サーバ］パネル

「接続先サーバ一覧」には，現在接続できる配布管理システムの一覧が表示されます。
［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして表示される［サーバ情報］ダイアロ
グボックスで，追加または変更したい配布管理システムの情報を指定してください。配
布管理システムがリレーショナルデータベースを使用した JP1/NETM/DM Manager の
場合は，「リレーショナルデータベースを使用」チェックボックスをオンにしてくださ
い。
接続できる配布管理システムを削除するには，削除したい JP1/NETM/DM サーバ名を選
択して，［削除］ボタンをクリックしてください。
（b）［通信関連］パネル
［通信関連］パネルでは，パッケージャが通信で使用するポート番号を指定します。中継
システムのコンポーネントがインストールされている場合，この設定は中継システムに
も反映されます。
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図 2-5 ［通信関連］パネル

• JP1/NETM/DM Manager（デフォルト：30000）
• JP1/NETM/DM Client（中継システム）または JP1/NETM/DM SubManager（デ
フォルト：30001）
通常は，デフォルト値のままでかまいません。ほかのプログラムと重複するようであれ
ば，変更してください。TCP/IP の services ファイルにポート番号を定義している場合
は，services ファイルの設定が優先されます。
なお，レジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE の更新権限を持たないユーザがパッ
ケージャを起動した場合，このパネルは非活性表示になります。
（c）［ダイヤルアップ］パネル
［ダイヤルアップ］パネルでは，ダイヤルアップ接続する場合の設定をします。ダイヤル
アップ接続が利用できない環境の場合，このパネルは非活性表示になります。
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図 2-6 ［ダイヤルアップ］パネル

ダイヤルアップ接続する場合，
「ダイヤルアップ接続」チェックボックスをオンにしてく
ださい。また，ダイヤルアップ接続時に使用する，
「ユーザ名」，
「パスワード」および
「ドメイン」を設定してください。
ユーザ名
半角 1 〜 127 文字で設定します。
パスワード
半角 30 文字以内で設定します。
ドメイン
半角 127 文字以内で設定します。
なお，レジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE の更新権限を持たないユーザがパッ
ケージャを起動した場合，このパネルは非活性表示になります。

2.1.2 パッケージングの手順
ここでは，パッケージングの手順について説明します。
パッケージングの手順は，日立統合 CD-ROM から日立プログラムプロダクトをパッケー
ジングする場合と，他社のソフトウェアやユーザプログラムなどの任意のソフトウェア
をパッケージングする場合で異なります。
それぞれの場合の手順について説明します。

（1） 日立統合 CD-ROM からパッケージングする場合の手順
日立統合 CD-ROM から日立プログラムプロダクトをパッケージングする手順を次に示し
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ます。
1. ［ファイル］ウィンドウで日立統合 CD-ROM のマウントされているドライブのルート
ディレクトリを選択する。
必ず［ファイル］ウィンドウの左画面でルートディレクトリを選択してください。
ルートディレクトリ以外を選択するとパッケージングできません。
2. ［実行］−［パッケージング］を選択する。
［日立統合 CD-ROM のパッケージ］ダイアログボックスが表示されます。
図 2-7 ［日立統合 CD-ROM のパッケージ］ダイアログボックス

3. ［パスワードあり］または［パスワードなし］ボタンをクリックする。
［パスワードあり］ボタンをクリックした場合は，
［パスワードの入力］ダイアログ
ボックスに，日立統合 CD-ROM 購入時に通知されたパスワードを入力します。
［プログラムプロダクトの一覧］ダイアログボックスが表示されます。
図 2-8 ［プログラムプロダクトの一覧］ダイアログボックス

4. パッケージングする日立プログラムプロダクトを選択し，［パッケージング］ボタン
をクリックする。
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスが表示されます。
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図 2-9 ［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックス

パッケージの詳細を設定します。
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボッ
クスでの設定方法については，
「2.2 パッケージの詳細設定」を参照してください。
5. 設定が完了したら，
［パッケージング実行］ボタンをクリックする。
パッケージングが開始されます。
パッケージングが完了すると，完了を知らせるダイアログボックスが表示されます。
6. ［OK］ボタンをクリックする。
7. ［パッケージ］ウィンドウでパッケージが作成されていることを確認する。
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図 2-10 ［パッケージ］ウィンドウ

パッケージは次のアイコンで表示されます。
：パッケージ
パッケージの確認方法については，「2.1.4

保管したパッケージの確認」を参照して

ください。
なお，間違ってパッケージングしたパッケージは削除できます。パッケージャから
パッケージを削除するには，［パッケージ］ウィンドウで，削除したいパッケージを
選択し，［編集］−［削除］を選択します。

（2） 任意のソフトウェアをパッケージングする場合の手順
任意のソフトウェアをパッケージングする手順を次に示します。
1. ［ファイル］ウィンドウで，パッケージングするファイルまたはディレクトリを選択
する。
ファイルは複数選択できます。
2. ［実行］−［パッケージング］を選択する。
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスが表示されます。
以降の手順については，(1) の手順 4. 以降と同様です。
なお，ワークディレクトリなどのパッケージング時の環境や，［JP1/NETM/DM パッ
ケージング］ダイアログボックスのデフォルト値は，［デフォルト値のカスタマイズ］ダ
イアログボックスで変更できます。詳細については，「2.2.16

パッケージング環境のカ

スタマイズ」を参照してください。

2.1.3

パッケージャユティリティの使用方法

パッケージャユティリティを使用すると，Groupmax Integrated Desktop を分割して
パッケージングできます。パッケージャユティリティを使ったコピーが完了したあとに，
コピー先のディレクトリを指定して，通常の方法（日立統合 CD-ROM からのパッケージ
ング）でパッケージングします。
パッケージャユティリティを使用して，Groupmax Integrated Desktop のパッケージを
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ハードディスクに分割コピーする方法を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［パッケージャユティリティ］アイコンを選択する。
［Packager Utility］ダイアログボックスが表示されます。
図 2-11 ［Packager Utility］ダイアログボックス

2. CD-ROM ドライブ，および分割コピー先のディレクトリを指定し，［コピー］ボタン
をクリックする。
［リモートインストーラパラメタの編集］ダイアログボックスが表示されます。
3. コピーするセット，機能などを選択し，
［実行］ボタンをクリックする。
パッケージの分割コピーが始まります。
パッケージャユティリティを使用して，Groupmax Integrated Desktop を分割してパッ
ケージングする場合の注意事項を次に示します。
● パッケージャユティリティは，あくまでクライアントのハードディスクの空き容量が
十分でないときの回避策として使用してください。
● 分割されたパッケージのパッケージ名称はすべて，分割しない場合と同じ
（Groupmax Integrated Desktop）です。複数のセットや機能をパッケージングする場
合は，それぞれに異なる世代番号を指定して，区別してください。世代番号と各セッ
トとの対応はユーザが管理しておく必要があります。
パッケージング完了後，パッケージャユティリティを使用してコピーしたファイルは自
動的には削除されません。エクスプローラなどから削除してください。
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2.1.4

保管したパッケージの確認

保管したパッケージの内容は，パッケージャの［パッケージ］ウィンドウから確認でき
ます。
パッケージの内容を確認するには，［パッケージ］ウィンドウの［表示］メニューから，
［表示する情報］−［パッケージ情報］を選択してください。選択したパッケージの内容
が［パッケージ］ウィンドウの右枠に表示されるようになります。
また，パッケージのプロパティを表示するダイアログボックスから，パッケージのさら
に詳細な属性情報を確認できます。

（1） パッケージの詳細の確認方法
キャビネットに保管したパッケージの詳細を確認する方法を次に示します。なお，複数
のパッケージの詳細は一度に確認できません。
1. ［パッケージ］ウィンドウで，内容を確認したいパッケージを一つ選択する。
2. ［ファイル］メニューから［プロパティ］を選択する。
［XXXXX のプロパティ］ダイアログボックス（XXXXX はパッケージ名）が表示され
ます。
3. ［XXXXX のプロパティ］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックする。
［属性の詳細］ダイアログボックスが表示され，パッケージング時の指定内容を確認
できます。［属性の詳細］ダイアログボックスは，インストールスクリプトを使用し
ているかどうかで表示される項目が異なります。
インストールスクリプトを使用している場合の［属性の詳細］ダイアログボックスを
図 2-12 に，使用していない場合の［属性の詳細］ダイアログボックスを図 2-13 に示
します。
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図 2-12 ［属性の詳細］ダイアログボックス（インストールスクリプトを使用している場
合）

レコーダファイルを使用している場合は，
「AIT ファイルの監視時間」の代わりに
「レコーダファイルの監視時間」が表示されます。
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図 2-13 ［属性の詳細］ダイアログボックス（インストールスクリプトを使用していない
場合）

レコーダファイルを使用している場合は，「AIT ファイルの監視時間」の代わりに
「レコーダファイルの監視時間」が表示されます。

（2） パッケージの詳細確認時の注意事項
パッケージャの接続先の製品種別およびバージョンによっては，パッケージの属性の詳
細を表示できません。属性の詳細が表示できるかどうかを，接続先の製品種別とバー
ジョンごとに，次に示します。
接続先

Windows 版 JP1/NETM/DM Manager（リレーショナル
データベース版）

34

バージョン
06-51 以前

06-52 〜
06-71

06-72 以
降

○

×

○
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接続先

バージョン
06-51 以前

06-52 〜
06-71

06-72 以
降

Windows 版 JP1/NETM/DM Manager（簡易データベース
版）

×

×

○

Windows 版 JP1/NETM/DM Client（中継システム）また
は JP1/NETM/DM SubManager

×

×

○

UNIX 版 JP1/NETM/DM Manager

×

○

○

（凡例） ○：表示できる

×：表示できない

次の場合，属性の詳細は表示されません。
● データベースやネットワークなどの障害が理由で，パッケージのインストールスクリ
プトを取得できなかった場合
● パッケージのプロパティ表示中に，そのパッケージが削除された場合

2.1.5 パッケージング時の注意事項
パッケージング時の注意事項を次に示します。
● キャビネットは，1,296 個まで作成できます。一つのキャビネットには，最大 256 個
のパッケージを登録できます。
● 一度にパッケージングできるファイルまたはディレクトリは，65,535 個までです。
● 一度キャビネットに保管されたパッケージは，名前を変更したり，ほかのキャビネッ
トに移したりはできません。
● パッケージ容量の上限は 2 ギガバイトです。パッケージ容量が 2 ギガバイトを超えな
いようにファイルをパッケージングしてください。
● 更新日時およびアクセス日時が 1970 年〜 2037 年以外のファイルは，パッケージング
の対象としないでください。
● パッケージングするファイルまたはディレクトリが，ほかのアプリケーションで使用
中の場合，パッケージングが失敗することがあります。
● 複数のディレクトリ下のファイルを一度にパッケージングできません。
● 圧縮ファイルなどのファイル形式の他社ソフトウェアをパッケージングする場合は，
ディレクトリを作成し，パッケージングしたいファイルを中にコピーしてから，その
ディレクトリを指定してパッケージングしてください。
● 複数の FD に格納されているユーザデータをパッケージングする場合は，一度ハード
ディスク上にコピーしてから，そのディレクトリまたはファイルを指定してパッケー
ジングしてください。
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● 他社ソフトウェアなど，インストールする FD の順序が決まっているソフトウェアを
パッケージングする場合，FD の挿入順序を間違えると，配布後の組み込み処理で失
敗します。
● パッケージング時に指定するレコーダファイル格納ディレクトリには，レコーダファ
イル以外のファイルは作成しないでください。
● ユーザの作成したインストールスクリプトに文法エラーがあっても，パッケージング
ではチェックされません。リモートインストールを実行したときにインストールが失
敗します。
● インストール時に CD キーを入力する他社ソフトウェアの CD キーは，
［セットアップ
情報設定］パネルの「シリアルナンバー」の欄に入力してください。
● キャビネット名とキャビネット識別 ID は 1 対 1 になるように設定してください。ま
た，同一キャビネット内では，パッケージ名とパッケージ識別 ID が 1 対 1 になるよ
うにしてください。
● UNIX クライアント用のパッケージを作成する場合は，次の点に注意してください。
• インストール先ディレクトリは，半角 64 文字を超えない範囲で指定してください
（ドライブ名および「:」を含む）。
• 世代番号は，指定しないか，または 4 けたで指定してください。1 〜 3 けたで指定
すると，登録したパッケージの配布が世代番号の不正エラーとなって失敗します。
• パッケージングするファイルまたはディレクトリの名称に，スペース，( )[ ]{ }
で囲んだ文字列，および次の半角文字は使用できません。
「$」「!」
「*」「?」「;」
「&」「"」
「'」「 」「^」
「¥」「|」
「<」「>」
● UNIX 版のパッケージャ（資源登録システム）から，Windows 版の中継システムを経
由してパッケージング（資源登録）する場合，資源登録コマンドに指定した「-h オプ
ション（ホスト名）
」は無効になります。
●［パッケージ］ウィンドウでは，UNIX 版のパッケージャで登録したキャビネットおよ
びパッケージは削除できません。
● 日立統合 CD-ROM から直接パッケージングする場合は，パッケージャのファイル
ウィンドウで CD-ROM がマウントしてあるドライブのルートディレクトリを指定し
てください。このようにすると［実行］メニューから［パッケージング］選択時にリ
モートインストール対象製品一覧が表示されます。この一覧からリモートインストー
ルしたい製品を選択してパッケージングするようにしてください。日立統合 CD-ROM
のルートディレクトリ以外のディレクトリを指定してパッケージングすると，リモー
トインストールに失敗します。
● パッケージング時にパッケージ識別 ID，バージョン / リビジョン，および世代番号が
既存のパッケージとすべて同じにならないように指定してください。パッケージ識別
ID，バージョン / リビジョン，および世代番号が同じパッケージがすでにインストー
ルされている場合，異なるソフトウェアのパッケージでもインストール済みと判断さ
れ，インストールされません。ただし，ジョブ作成時に［インストール条件の変更］
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ダイアログボックスの「同じパッケージがあったら上書き」を設定すればインストー
ルできます。

37

2. ソフトウェアをリモートインストールする

2.2 パッケージの詳細設定
パッケージング時には，パッケージをインストールする条件やインストールする日時な
どを設定できます。パッケージの詳細設定は，［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイ
アログボックスで行います。
ここでは，［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスでの設定について説
明します。

2.2.1 ［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックス
での設定
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスには，表 2-1 に示す種類のパネ
ルがあり，パッケージ種別によって表示されるパネルが異なります。必要な項目を設定
していない状態でパッケージングを実行すると，エラーメッセージが表示されます。
なお，他社ソフトウェアをパッケージングするには，次の四つの方法があります。
1. AIT ファイルおよび PP 識別情報ファイルを使用する方法
2. レコーダファイル，インストール定義ファイル，および PP 識別情報ファイルを使用
する方法
3. レコーダファイルだけを使用する方法
4. AIT ファイルもレコーダファイルも省略する方法
ここでは，1 および 2 の方法を前提に説明します。3 および 4 の方法でのパッケージング
については，「2.2.15

他社ソフトウェアのパッケージングのバリエーション」を参照し

てください。
表 2-1 ［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスのパネルの種類
パネル名

パッケージ種別
日立プログラムプロダ
クト

他社ソフトウェア

ユーザプログラム，
データ

パッケージング情報

○

○

○

システム条件

○

○

○

ソフトウェア条件

○

○

○

ファイル属性

−

○

○

スケジュール

○

○

○

インストール方法

○

○

○

オプション

○

○

○

アイコン作成

−

−

○

外部プログラム

○

○

○
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パッケージ種別
日立プログラムプロダ
クト

他社ソフトウェア

ユーザプログラム，
データ

セットアップ情報設定

−

○

○※ 1

AIT ファイルの設定

−

○※ 2

−

レコーダファイル設定

−

○※ 2

−

コンポーネントの選択

○※ 3

−

−

（凡例）○：表示される

−：表示されない

注※ 1
AIF ファイルを持つユーザプログラム，およびデータのパッケージの場合だけ表示されます。
注※ 2
AIT ファイルを使用する場合は［AIT ファイルの設定］パネルが，レコーダファイルを使用す
る場合は［レコーダファイル設定］パネルが表示されます。
注※ 3
JP1/NETM/DM Client（クライアント）または JP1/NETM/DM Client - Base（クライアント）
のパッケージングの場合だけ表示されます。

2.2.2 ［パッケージング情報］パネル
パッケージの名称，保管先キャビネットなど，パッケージの基本的な情報を設定します。
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図 2-14 ［パッケージング情報］パネル

（1） パッケージ情報
パッケージを識別するための情報を設定します。パッケージ識別 ID，バージョン / リビ
ジョン，および世代番号が既存のパッケージとすべて同じにならないように指定してく
ださい。
パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」または「他社ソフトウェア」の場合，
パッケージ名，パッケージ識別 ID，バージョン / リビジョン，および世代番号には値が
表示され，原則として変更できません。値が表示されていない場合は「ユーザプログラ
ム，データ」として扱われます。
パッケージ名（必ず設定）
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合に，パッケージングする
ユーザプログラム，データの名前を設定します。50 文字までのパッケージ名が設定
できます。
「¥」は使用できません。
また，パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」の場合，表示されるパッ
ケージ名を変更できます。エンドユーザから見て区別しやすい名称に変更するなど
の工夫ができます。
UNIX 版の JP1/NETM/DM の用語ではプログラム名に相当します。
パッケージ識別 ID（必ず設定）
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合，パッケージの ID を設定し
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ます。1 〜 44 文字の半角英数字（英字は大文字だけ），
「-」（ハイフン）
，または「_」
（アンダーバー）で指定してください。
UNIX 版の JP1/NETM/DM の用語では資源名に相当します。
パッケージ識別 ID の先頭には次の文字列を指定しないでください。これらの文字列
は，ソフトウェア情報を管理する際に，JP1/NETM/DM が自動的に付与して使用し
ます。
•「BSA-」
•「DTP-」
•「SPC-」
•「SUP-」
•「WUA-」
•「WUA-64-」
•「WUA-SUP」
バージョン / リビジョン（必ず設定）
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合，パッケージのバージョン・
リビジョンを，6 けたまでの英数字（英字は大文字だけ）または「/」（スラッシュ）
で設定します。
世代番号
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合，バージョン / リビジョンの
ほかに，世代番号を付けることができます。4 けたまでの英数字（英字は大文字だ
け）で設定してください。世代番号によって，同一のバージョン / リビジョンを区分
できます。
パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」の場合は，原則としては変更でき
ませんが，パッケージャユティリティで分割コピーした Groupmax Integrated
Desktop の各セットをパッケージングする場合に限り変更できます。
メーカ名
パッケージ種別が「他社ソフトウェア」でレコーダファイルを使用する場合，およ
び「日立プログラムプロダクト」の場合は，メーカ名が表示されます。

（2） パッケージ種別（必ず設定）
パッケージングするソフトウェアの種類を選択します。パッケージングするソフトウェ
アが「日立プログラムプロダクト」または「他社ソフトウェア」のときは，自動的にそ
の項目が選択されます。それ以外の場合は，
「ユーザプログラム，データ」として扱われ
ます。

（3） パッケージ保管先キャビネット
パッケージを保管するキャビネットを設定します。一度作成したキャビネットはパッ
ケージャからは削除できません。
キャビネット名
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キャビネット名をユニークに設定します。半角 32 文字までのキャビネット名が設定
できます。
「¥」，
「/」，
「*」
，「"」
，「:」
，「;」，およびスペースは使用できません。
すでにあるキャビネット名をドロップダウン形式の一覧から選択することもできま
す。
キャビネット識別 ID（必ず設定）
キャビネットごとにユニークな ID を，2 文字の半角英数字（英字は大文字だけ）で
指定します。キャビネット名を新規に設定した場合は，必ず指定してください。既
存のキャビネットを選択したときは，対応するキャビネット識別 ID が表示されま
す。
JP1/NETM/DM は，この ID を基にキャビネットを識別します。UNIX 版の JP1/
NETM/DM の用語では資源のグループ名に相当します。なお，Windows 用のキャ
ビネット識別 ID と UNIX 用のキャビネット識別 ID（資源のグループ名）には，同
じ ID を指定できます。この場合，同じキャビネット識別 ID でも，別のキャビネッ
トとして扱われます。

2.2.3 ［システム条件］パネル
リモートインストール時のインストール先ディレクトリ，およびインストールの前提と
なるクライアントのハードウェアの条件を設定します。
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図 2-15 ［システム条件］パネル

（1） インストール先ディレクトリ（必ず設定）
パッケージのリモートインストール先ディレクトリを指定します。
ドライブ
デフォルトのリモートインストール先のドライブが表示されます。任意のドライブ
を選択できますが，バックグラウンドインストールモードでは，ネットワークドラ
イブを指定しないでください。
ドライブには，「A:」〜「Z:」，
「1:」〜「9:」
，または「なし」を指定できます。数字
は，ドライブを ABC 順に並べたときのハードディスクドライブの順番です。例え
ば，ある PC の A ドライブが FD ドライブ，C ドライブがハードディスクドライブ
の場合，「1:」は C ドライブを示します。また，別の PC の A ドライブがハードディ
スクドライブの場合，「1:」は，A ドライブを示します。このとき，あて先のドライ
ブに「1:」を指定すると，前者の PC には C ドライブを，後者には A ドライブを指
定したことになります。「なし」は，UNC パス名，または JP1/NETM/DM で使用で
きる環境変数を使ってディレクトリを指定したい場合に指定します。
なお，配布先が WS（UNIX システム）の場合は，ドライブに「なし」以外を指定
してください。ただし，配布時には，指定したドライブは無視され，ディレクトリ
の指定に従って配布されます。
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ディレクトリ
デフォルトのリモートインストール先のディレクトリが表示されます。任意のディ
レクトリのパスを，
「¥」で始まる文字列で指定してください。配布先が PC の場合
は，ドライブ名を含めて半角で 128 文字まで指定できます。配布先が WS（UNIX
システム）の場合は，半角で 64 文字まで指定できます。また，次に示す環境変数を
指定できます。
環境変数

内容

%NETMDMP%

JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ），または JP1/NETM/DM Client が
インストールされているディレクトリ

%WINDOWS%

Windows がインストールされているディレクトリ

%SYSTEM%

Windows がインストールされているディレクトリ下の System または System32
ディレクトリ※

注※

ジョブのあて先の OS が Windows 98 または Windows Me の場合に System になり，それ以

外の OS の場合は System32 になります。また，OS が 64 ビット版の Windows Server 2008 または
Windows Server 2003 (x64) のあて先に，32 ビット版の日立プログラムプロダクトまたは他社ソフ
トウェアをリモートインストールする場合，インストールするソフトウェアによっては SysWOW64
ディレクトリになります。

ディレクトリに UNC パス名，または JP1/NETM/DM で使用できる環境変数を指定
する場合は，ドライブに「なし」を指定します。例えば，サーバ「SRV010」で共有
宣言されたディレクトリ「¥APP¥PROG」下にリモートインストールする場合は，
ドライブを「なし」
，ディレクトリを「¥¥SRV010¥APP¥PROG」と指定してくだ
さい。
ディレクトリを指定するときは，次の点に注意してください。
• インストール先のディレクトリのパスには，文字列「%HITACHI_REG¥xxx%」
を含めることはできません（xxx は，任意の文字列）。この文字列は，各日立プロ
グラムプロダクトの固有のパスを表すもので，JP1/NETM/DM の予約語です。一
般ユーザは指定しないでください。
• 日立プログラムプロダクトをパッケージングする場合は，ディレクトリに「;」
，
「"」およびスペースは使用しないでください。
• バックグラウンドインストールモードでは，アクセス権のないディレクトリに対
するリモートインストールはできません（インストールが失敗します）
。
• 存在しないディレクトリのパスを指定した場合，リモートインストール先の PC
にディレクトリが作成されます。

（2） システム条件
システム条件を GUI 上で設定するか，ユーザ独自に作成したインストールスクリプトを
読み込んで使用するかを選択します。
システム条件の作成
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システム条件を GUI 上で設定します。項目，比較値，値を選択して［追加］ボタン
をクリックすると，選択に応じた条件式が枠内に表示され，ここで設定した条件に
合うシステムにパッケージがリモートインストールされます。条件式は複数指定で
きます。条件を複数指定した場合は，すべての条件を満たす場合だけインストール
されます。
項目
ハードディスクの空き容量，CPU 種別，コプロセッサの有無，OS バージョン，
実メモリ容量などを選択できます。
比較値
選択した項目に合わせて，設定できる比較値が変化します。一覧から「=」，
「>=」
，「<>」などが比較値として選択できます。一つの式で使用できる比較値
は一つだけです。
値
選択した項目に合わせて，設定できる値が変化します。一覧から選択したり，
テキストボックスに値を設定したりできます。
「項目」に OS バージョンを指定した場合，比較対象となる OS は，
「値」に設定し
た OS によって異なります。設定できる OS と，比較対象となる OS の対応を次に示
します。
設定できる OS

比較対象となる OS

共通

Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，Windows
XP，Windows 2000，Windows NT 4.0，Windows Me，Windows 98，
Windows 95

WindowsServer 2008

Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，Windows
XP，Windows 2000，Windows NT 4.0

WindowsVista
WindowsServer2003
WindowsXP
Windows2000
WindowsNT
WindowsMe

Windows Me，Windows 98，Windows 95

Windows98
Windows95

「比較値」に大小を示す値を入力したときは，この表の組み合わせに従って対象とな
る OS が決まります。
例えば，「OS バージョン <WindowsXP」と指定した場合，Windows XP の比較対照
のうち，Windows XP よりバージョンの古い Windows 2000 と Windows NT 4.0 が，
条件に一致した OS となります。このとき，Windows Me，Windows 98，Windows
95 は比較の対象外となります。
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「値」に「共通」を設定した場合は，バージョンの数値によって OS が比較されま
す。指定できるバージョンと，それに対応する OS を次に示します。
対応する OS

バージョン
0601

Windows Server 2008

0600

Windows Vista

0502

Windows Server 2003

0501

Windows XP

0500

Windows 2000

0490

Windows Me

0410

Windows 98

0400

Windows NT，Windows 95

例えば，
「比較値」と「値」を「>= 共通」と設定して，バージョンを「0500」とし
た場合，バージョンの値が 0500 以上の OS を表すため，対応する OS は Windows
Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，Windows XP，および
Windows 2000 となります。
なお，
「WindowsNT」または「Windows95」を設定した場合も，バージョンを指定
する必要があります。
「WindowsNT」を設定した場合，バージョンを「0400」と指
定する必要があります。
「Windows95」を設定した場合は，Windows 98 と
Windows 95 の両方が含まれるので，バージョンを指定して区別する必要がありま
す。
「Windows98」を指定したときは，Windows 98 だけを意味します。
次に，前提 OS として設定できるすべてのパターンを示します。これ以外の組み合
わせは設定できません。
OS バージョンの設定内容
比較
値

値

バー
ジョン

対象となる OS（Windows）
Server
2008

Vista

Serv
er
2003

XP

20
00

NT
4.0

M
e

98

95

=

共通

0400

×

×

×

×

×

○

×

×

○

=

共通

0410

×

×

×

×

×

×

×

○

×

=

共通

0490

×

×

×

×

×

×

○

×

×

=

共通

0500

×

×

×

×

○

×

×

×

×

=

共通

0501

×

×

×

○

×

×

×

×

×

=

共通

0502

×

×

○

×

×

×

×

×

×

=

共通

0600

×

○

×

×

×

×

×

×

×

=

共通

0601

○

×

×

×

×

×

×

×

×

<

共通

0400

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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対象となる OS（Windows）
Server
2008

Vista

Serv
er
2003

XP

20
00

NT
4.0

M
e

98

95

<

共通

0410

×

×

×

×

×

○

×

×

○

<

共通

0490

×

×

×

×

×

○

×

○

○

<

共通

0500

×

×

×

×

×

○

○

○

○

<

共通

0501

×

×

×

×

○

○

○

○

○

<

共通

0502

×

×

×

○

○

○

○

○

○

<

共通

0600

×

×

○

○

○

○

○

○

○

<

共通

0601

×

○

○

○

○

○

○

○

○

>=

共通

0400

○

○

○

○

○

○

○

○

○

>=

共通

0410

○

○

○

○

○

×

○

○

×

>=

共通

0490

○

○

○

○

○

×

○

×

×

>=

共通

0500

○

○

○

○

○

×

×

×

×

>=

共通

0501

○

○

○

○

×

×

×

×

×

>=

共通

0502

○

○

○

×

×

×

×

×

×

>=

共通

0600

○

○

×

×

×

×

×

×

×

>=

共通

0601

○

×

×

×

×

×

×

×

×

=

Windows95

0400

×

×

×

×

×

×

×

×

○

=

Windows95

0410

×

×

×

×

×

×

×

○

×

>=

Windows95

0400

×

×

×

×

×

×

○

○

○

=

WindowsNT

0400

×

×

×

×

×

○

×

×

×

>=

WindowsNT

0400

○

○

○

○

○

○

×

×

×

>

WindowsNT

0400

○

○

○

○

○

×

×

×

×

=

Windows98

−

×

×

×

×

×

×

×

○

×

>

Windows98

−

×

×

×

×

×

×

○

×

×

>=

Windows98

−

×

×

×

×

×

×

○

○

×

<

Windows98

−

×

×

×

×

×

×

×

×

○

<=

Windows98

−

×

×

×

×

×

×

×

○

○

=

WindowsMe

−

×

×

×

×

×

×

○

×

×

>

WindowsMe

−

×

×

×

×

×

×

×

×

×

>=

WindowsMe

−

×

×

×

×

×

×

○

×

×

<

WindowsMe

−

×

×

×

×

×

×

×

○

○

<=

WindowsMe

−

×

×

×

×

×

×

○

○

○

=

Windows200
0

−

×

×

×

×

○

×

×

×

×
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OS バージョンの設定内容
比較
値

値

バー
ジョン

対象となる OS（Windows）
Server
2008

Vista

Serv
er
2003

XP

20
00

NT
4.0

M
e

98

95

<

Windows200
0

−

×

×

×

×

×

○

×

×

×

<=

Windows200
0

−

×

×

×

×

○

○

×

×

×

>

Windows200
0

−

○

○

○

○

×

×

×

×

×

>=

Windows200
0

−

○

○

○

○

○

×

×

×

×

=

WindowsXP

−

×

×

×

○

×

×

×

×

×

<

WindowsXP

−

×

×

×

×

○

○

×

×

×

<=

WindowsXP

−

×

×

×

○

○

○

×

×

×

>

WindowsXP

−

○

○

○

×

×

×

×

×

×

>=

WindowsXP

−

○

○

○

○

×

×

×

×

×

=

WindowsSer
ver2003

−

×

×

○

×

×

×

×

×

×

<

WindowsSer
ver2003

−

×

×

×

○

○

○

×

×

×

<=

WindowsSer
ver2003

−

×

×

○

○

○

○

×

×

×

>

WindowsSer
ver2003

−

○

○

×

×

×

×

×

×

×

>=

WindowsSer
ver2003

−

○

○

○

×

×

×

×

×

×

=

WindowsVis
ta

−

×

○

×

×

×

×

×

×

×

<

WindowsVis
ta

−

×

×

○

○

○

○

×

×

×

<=

WindowsVis
ta

−

×

○

○

○

○

○

×

×

×

>

WindowsVis
ta

−

○

×

×

×

×

×

×

×

×

>=

WindowsVis
ta

−

○

○

×

×

×

×

×

×

×

=

WindowsSer
ver2008

−

○

×

×

×

×

×

×

×

×

<

WindowsSer
ver2008

−

×

○

○

○

○

○

×

×

×

<=

WindowsSer
ver2008

−

○

○

○

○

○

○

×

×

×
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比較
値

値

バー
ジョン

ソフトウェアをリモートインストールする

対象となる OS（Windows）
Server
2008

Vista

Serv
er
2003

XP

20
00

NT
4.0

M
e

98

95

>

WindowsSer
ver2008

−

×

×

×

×

×

×

×

×

×

>=

WindowsSer
ver2008

−

○

×

×

×

×

×

×

×

×

（凡例） ○：設定できる

×：設定できない

−：設定不要

（3） システム条件の取り込み
ユーザ独自に作成したインストールスクリプトを読み込んで使用します。
［取り込み］ボ
タンをクリックして，ダイアログボックスからインストールスクリプトのファイルを選
択してください。インストールスクリプトの作成方法については，
「付録 D インストー
ル条件を設定するスクリプトの作成」を参照してください。

2.2.4 ［ソフトウェア条件］パネル
リモートインストールの前提となる，クライアントのソフトウェアの条件を設定します。
条件は複数設定できます。複数の条件を設定した場合は，すべての条件を満たす場合だ
けインストールされます。
設定できる条件は次の 2 種類です。
• 指定したソフトウェアのバージョンおよび世代番号が，条件に合っている場合にイン
ストールする。
• 指定したソフトウェアがインストールされていない場合にインストールする。
なお，設定した条件はインストールの直前に判定されます。そのため，条件を満たして
いるかどうかに関係なく，パッケージはクライアントにダウンロードされます。
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図 2-16 ［ソフトウェア条件］パネル

（1） ソフトウェア条件
リモートインストールの前提とするソフトウェアの条件式を作成します。条件を設定し
て［追加］ボタンをクリックすると，条件式がリストに表示され，有効になります。
（a） パッケージ名 / パッケージ ID
前提とするソフトウェアを，パッケージ名で特定するのか，パッケージ識別 ID で特定す
るのかを選択します。デフォルトは「パッケージ名」です。
その後，テキストボックスでパッケージ名またはパッケージ識別 ID を設定してくださ
い。一覧から選択することもできます。設定できるパッケージ名（パッケージ識別 ID）
は，JP1/NETM/DM でリモートインストールしたパッケージと，
「ソフトウェア情報の
取得」ジョブで取得したソフトウェアのパッケージ名（パッケージ識別 ID）です。ワイ
ルドカードなどは使用できません。
（b） 条件
ソフトウェアのインストールの有無およびバージョンなどのチェック条件を設定します。
未インストール
指定したソフトウェアが，中継システムまたはクライアントにないことを条件とし
てリモートインストールします。
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インストール済
指定したソフトウェアが，中継システムまたはクライアントにインストールされて
いることを条件としてリモートインストールします。比較値，バージョン，および
世代番号の組み合わせで，前提となるソフトウェアの条件を指定してください。一
つの式で使用できる比較値は一つだけです。
比較
次で設定するバージョン，世代番号に合わせて，比較値を選択します。例えば，
「<」を選択すると，次で設定するバージョンよりも古いバージョンのソフト
ウェアがクライアントにあるときに，リモートインストールされます。
バージョン
比較したいバージョンを選択または入力します。
世代番号
比較したい世代番号を選択または入力します。世代番号がない場合は，特に設
定する必要はありません。
例えば，「PROGRAM<0200」という条件を指定した場合，0200 より古いバージョ
ンの「PROGRAM」がインストールされているクライアントに対して，リモートイ
ンストールが実行されます。
なお，ソフトウェア条件を設定してパッケージをインストールする場合は，配布先の
セットアップの［インストールオプション］パネルで，
「パッケージのインストールエ
ラー時にインストール履歴を保管する」チェックボックスをオンにしておくことをお勧
めします。詳細については，マニュアル「構築ガイド」の「6.2.11 ［インストールオプ
ション］パネル」を参照してください。

2.2.5 ［ファイル属性］パネル
リモートインストール後のファイルのアクセス権および所有者を，どのように決めるか
選択します。リモートインストール先が Windows Me または Windows 98 の場合（FAT
ファイルシステムまたは HPFS の場合）
，ファイル属性の設定は無効になります。このパ
ネルは，パッケージ種別が「他社ソフトウェア」または「ユーザプログラム，データ」
のときだけ表示されます。
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図 2-17 ［ファイル属性］パネル

インストール先のアクセス権 / 所有者と同じ
パッケージのリモートインストール先ディレクトリのアクセス権と所有者に合わせ
て，新しいファイルが作成されます。ただし，パッケージングするディレクトリが，
リモートインストール先ディレクトリ下にすでに存在していた場合，そのディレク
トリは既存ディレクトリの属性を引き継ぎます。
JP1/NETM/DM の標準値（アクセス権 / 所有者）と同じ
JP1/NETM/DM の標準のアクセス権と所有者が設定されます。設定される値は次の
とおりです。
リモートインストール先が Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server
2003，Windows XP，または Windows 2000 の場合
• フォルダおよびファイルのアクセス権
Administrators：フルコントロール
SYSTEM：フルコントロール
Everyone：読み取りと実行
• フォルダおよびファイルの所有者：Administrators
リモートインストール先が Windows NT 4.0 の場合
• フォルダおよびファイルのアクセス権
Administrators：フルコントロール
CREATOR OWNER：フルコントロール（フォルダのときだけ）
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SYSTEM：フルコントロール
Everyone：読み取り
• フォルダおよびファイルの所有者：Administrators
リモートインストール先が UNIX の場合
• ファイルモード：700（スーパーユーザの権限を持つユーザだけが読み書きで
きます）
• 所有者：root
• グループ：sys
パッケージング元のアクセス権 / 所有者と同じ
パッケージング元のアクセス権と所有者が，インストール先に復元されます。パッ
ケージングするファイルまたはディレクトリが，Windows Me または Windows 98
にある場合（FAT ファイルシステムまたは HPFS にある場合）は，指定できませ
ん。

！

注意事項
「パッケージング元のアクセス権 / 所有者と同じ」をインストール先に設定したい場合は，
パッケージングするファイルおよびディレクトリの所有者が，Administrators である必要
があります。Windows XP では，ファイルおよびディレクトリの所有者のデフォルトはログ
オンユーザです。パッケージングする前に所有者を Administrators に変更する必要がある
ので注意してください。また，Windows Server 2008，Windows Server 2003，Windows
2000，および Windows NT 4.0 でも，ファイルおよびディレクトリの所有者が
Administrators であることを確認してからパッケージングしてください。

2.2.6 ［スケジュール］パネル
リモートインストールしたパッケージの，中継システム上での保管期限を指定します。
また，クライアントでのインストールの日時およびタイミングを指定します。
なお，「クライアントユーザによるインストール」ジョブの場合は，クライアントでのイ
ンストールの日時およびタイミングを指定しても無視されます。
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図 2-18 ［スケジュール］パネル

（1） 中継システムでのパッケージ保管期限
中継システムでパッケージを保管する期限を指定する場合は，「中継システムでのパッ
ケージ保管期限」チェックボックスをオンにし，日付を指定します。年は西暦の下 2 け
たを指定します。ここで指定した期限に達すると，中継システムで保管中のパッケージ
は自動的に削除されます。保管期限を過ぎたパッケージや，当日期限のパッケージを配
布すると，翌日削除されます。
チェックボックスをオフにした場合，中継システムでのパッケージの保管日数は，デ
フォルトの 90 日になります。デフォルトの保管日数は，［デフォルト値のカスタマイズ］
ダイアログボックスで変更できます。詳細は，「2.2.16

パッケージング環境のカスタマ

イズ」を参照してください。
実際の運用では，その中継システム下のすべてのクライアントでインストールが完了す
るまで，パッケージを保管しておく必要があります。例えば，パッケージの配布とイン
ストールに 3 週間必要であれば，3 週間目以降の日を設定します。

（2） インストール日時
クライアントでパッケージをインストールする日時を指定する場合は，「インストール日
時」チェックボックスをオンにし，日時を指定します。年は西暦の下 2 けたを指定しま
す。
ファイルのコピーだけでインストールが終了するバックグラウンドインストールモード
の場合，またはリモートインストール先が Windows Me または Windows 98 の場合は，
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リモートインストール先の PC が起動していれば自動的にインストールされます。一方，
対話形式のインストーラなどを使用する GUI インストールモードで，リモートインス
トール先が Windows NT の場合は，リモートインストール先の PC にクライアントをイ
ンストールしたユーザがログオンしていないとリモートインストールされません。ただ
し，クライアントが「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用している場合はイ
ンストールできます。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」については，「11.2.3
Windows NT の一般ユーザ権限でのインストール」を参照してください。

（3） インストールタイミング
クライアントでパッケージをインストールするタイミングを，ドロップダウン形式の一
覧から選択します。
ソフトウェアのバージョンアップなど，すでに同一のソフトウェアがインストールされ
ている場合，リモートインストール実行時にそのソフトウェアが稼働していると，イン
ストールが失敗してしまいます。これを防止するために，インストールのタイミングは
なるべく「システム起動時インストール」に設定することをお勧めします。クライアン
トのユーザ業務への影響を少なくするという意味でも，
「システム起動時インストール」
はお勧めです。
なお，システム起動時インストール，またはインストール日時を指定しない通常インス
トールを設定した場合，クライアントがジョブを保留またはキャンセルするおそれがあ
ります。クライアントに保留やキャンセルをさせたくない場合は，インストール日時を
指定した通常インストールを設定してください。ただし，インストール処理中はクライ
アントの業務が一時的に停止することを考慮し，影響の少ない日付と時間を指定してく
ださい。
システム起動時インストール
クライアントのシステム起動時に，パッケージがインストールされます。インス
トール日時を指定している場合は，指定した日時以降の最初のシステム起動時に
パッケージがインストールされます。
なお，クライアントセットアップのポーリング関連項目の設定内容によって，配布・
インストールのタイミングが異なります。ポーリングの設定と，配布・インストー
ルのタイミングとの関係については，「11.2.2(1)

ポーリングの設定」を参照してく

ださい。
スタートアップで起動するソフトウェアをリモートインストールする場合，リモー
トインストールとソフトウェアの起動が同時に作動し，失敗することがあります。
これを防止するには，クライアントで［スタートアップ］グループに登録されてい
るソフトウェアのショートカットを，［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに
移動しておきます。クライアントでは，セットアップ時の指定で，［NETM_DM_P
スタートアップ］フォルダの作成とショートカットの自動移行ができます。
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへのショートカットの移動については，
「11.2.2(2)

スタートアッププログラムの移行」を参照してください。

通常インストール
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クライアントのシステム稼働中に，パッケージがインストールされます。インス
トール日時を指定している場合は，指定した日時にパッケージがインストールされ
ます。ただし，指定した日時にクライアントが起動していないときは，次回のシス
テム起動時にインストールされます。
システム停止時インストール
クライアントのシステム終了時に，パッケージがインストールされます。インス
トール日時を指定している場合は，指定した日時以降の最初のシステム終了時に
パッケージがインストールされます。
なお，この項目は，リモートインストールマネージャの［インストール条件の変更］
ダイアログボックスの場合に設定できます。また，UNIX のクライアントへパッ
ケージをインストールする場合に設定できます。Windows のクライアントへのパッ
ケージに設定した場合は，ジョブの実行結果がエラーになります。

2.2.7 ［インストール方法］パネル
ソフトウェアのインストーラの種類に合致したインストール方法を指定します。また，
日立プログラムプロダクトをインストールする場合に，新規にインストールするのか，
バージョンアップするのかを選択します。
図 2-19 ［インストール方法］パネル

（1） インストールモード
インストールモードとして，「GUI インストールモード」または「バックグラウンドイン
ストールモード」を選択します。
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パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」または「他社ソフトウェア」の場合は，
常に GUI インストールモードとなります。
GUI インストールモード
特別なインストーラ（対話形式のインストーラなど）を使用するインストールモー
ドです。インストーラが GUI を持たなくても，グラフィックデバイスインタフェー
ス API を使っている場合は，このモードを使用します。
クライアントが Windows NT の場合，クライアントをインストールしたユーザがロ
グオンしていないとリモートインストールされません。ただし，クライアントが
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用している場合はインストールできま
す。「一般ユーザ権限でのインストール機能」については，
「11.2.3 Windows NT
の一般ユーザ権限でのインストール」を参照してください。
また，GUI インストールモードで画面応答が必要なソフトウェアをリモートインス
トールする場合は，インストール先の PC のパスワードロックを解除しておいてく
ださい。インストール先の PC がパスワードでロックされている（
［Ctrl］+［Alt］
+［Delete］キー入力要求ダイアログボックスが表示されている）と，画面応答がで
きないためインストールできません。なお，リモートインストールに対応した日立
プログラムプロダクトをリモートインストールする場合は，画面応答が不要なため，
ロックされていてもインストールできます。
バックグラウンドインストールモード
特別なインストーラを使用しないインストールモードです。ファイルのコピーだけ
でインストールが完了する場合に適用します。クライアントをインストールした
ユーザがログオンしていなくても，Windows NT が起動していればリモートインス
トールされます。

（2） 日立 PP のインストール
パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」の場合に，新規にインストールするの
か，それともバージョンアップするのかを選択します。
「更新インストール」を選択する
と，インストール先のドライブとディレクトリは変更できません。
新規インストール
プログラムプロダクトを新規インストールする場合に，選択してください。
更新インストール
すでにインストールされているプログラムプロダクトをバージョンアップする場合
に選択してください。

2.2.8 ［オプション］パネル
リモートインストール時のオプションを指定するパネルです。
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図 2-20 ［オプション］パネル

パッケージデータを暗号化する
ソフトウェアを暗号化してパッケージングするかどうかを指定します。デフォルト
はオフです。なお，この機能を利用できるのは，JP1/NETM/DM Encryption
Option がインストールされている場合だけです。
パッケージデータを圧縮する
ソフトウェアを圧縮してパッケージングするかどうかを指定します。圧縮された
パッケージは，リモートインストール時に自動的に伸長されます。デフォルトはオ
フです。
パッケージを圧縮するとファイル転送は速くなり，キャビネット上でパッケージを
保管するための容量を節約できます。ただし，パッケージング時やリモートインス
トール時に，圧縮・伸長処理の時間が掛かります。
圧縮する場合は，圧縮方法を高圧縮と互換モード圧縮から選択できます。デフォル
トは「高圧縮」です。
高圧縮
互換モード圧縮より，パッケージ容量を削減して圧縮できます。
バージョンが 05-23 以降のクライアントに配布するとき使用します。バージョ
ンが 05-22 以前のクライアントおよび UNIX のクライアントには配布できませ
ん。
互換モード圧縮
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互換モード圧縮でファイルを圧縮します。バージョンが 05-22 以前のクライア
ント，および UNIX のクライアントにも配布できます。
高圧縮および互換モード圧縮の圧縮率の比較を次に示します。圧縮率は，パッケー
ジデータによって異なりますが，次の表を目安にしてください。圧縮前のデータを
100% とした場合の，圧縮後のデータの割合です。
100 メガバイトのテキストデー
タ

145 メガバイトのプログラム
データ（Microsoft Office 95 の場
合）

高圧縮

約 1%

約 47%

互換モード圧縮

約 45%

約 71%

圧縮方法

高圧縮を使用する場合の注意事項を次に示します。
• バージョンが 05-22 以前の配布管理システム，および UNIX の配布管理システム
にパッケージングし，これらの配布管理システムからパッケージを配布できます。
しかし，これらの配布管理システムではパッケージ内容を確認することはできま
せん。パッケージ内容を確認すると，Windows の場合はリモートインストールマ
ネージャが終了し，UNIX の場合は動作が保証されません。
• パッケージを配布するとき，バージョンが 05-22 以前の中継システムを経由させ
ることができます。
バージョンアップ時リストア対象とする
この項目は，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」のときだけ設定でき
ます。バージョンアップ時リストア対象にすると，ソフトウェアのバージョンアッ
プ時に，リモートインストール先にある前バージョンのバックアップが取得されま
す。そして，リモートインストールが失敗したときには，バックアップを基に前
バージョンのソフトウェアが復元されます。デフォルトはオフです。
外部プログラムを指定している場合，バックアップは，インストール直前の起動を
指定した外部プログラム起動後に取得されます。また，リストアは，インストール
エラー時の起動を指定した外部プログラム起動後に実行されます。
UNIX 版のパッケージャ（資源登録システム）からパッケージング（資源登録）し
たソフトウェアには，「バックアップの保存期間」が設定されています。リモートイ
ンストールに失敗し，さらにリストアに失敗しても，旧バージョンのバックアップ
が一定期間保存されているので，クライアントからの操作でリストアを再試行でき
ます。バックアップファイルの確認，およびリストアの再試行の方法については，
「11.10

バックアップファイルを管理する」を参照してください。

なお，この項目は，［インストール条件の変更］ダイアログボックスの「インストー
ル時障害が発生した場合，バックアップからリストアを行う」に相当します。
インストール後コンピュータを再起動する
パッケージのインストール後に，クライアントのコンピュータを自動的に再起動さ
せるかどうかを指定します。デフォルトはオフです。この項目をオンにすると，イ
ンストール後にクライアントで再起動の確認ダイアログボックスが表示され，指定

59

2. ソフトウェアをリモートインストールする

された時間を過ぎると再起動が開始されます。確認ダイアログボックスの表示時間
は，クライアント側のセットアップの［ジョブオプション］パネルで設定されてい
ます。
なお，確認ダイアログボックスの表示時間に「無制限」が指定されている場合は，
ユーザの入力があるまで再起動は開始されません。
自動的に再起動できるのは，クライアントだけです。中継マネージャおよび中継シ
ステムでは，再起動を指定したパッケージをインストールしても自動的に再起動さ
れません。また，自動的に再起動するためには，クライアントのセットアップで
［ジョブオプション］パネルの「運用管理者の指示でコンピュータをシャットダウン
または再起動する」がオンになっている必要があります。
コンピュータを自動的に再起動させる場合の注意事項を次に示します。
• JP1/NETM/DM Client をリモートインストールする場合は，
「インストール後コ
ンピュータを再起動する」を設定しないでください。リモートインストールが正
常に完了しないことがあります。
• Windows NT のクライアントを自動的に再起動しようとしても，再起動しないこ
とがあります。これはハードウェアまたは Windows の環境が，自動再起動に対応
していないことが原因の場合があります。この場合は，ハードウェアが自動再起
動に対応しているかを確認してください。また，ハードウェアメーカーが提供し
ている最新のアップデートプログラムを実行し，Windows とハードウェア仕様の
整合性を取るようにしてください。ハードウェアが自動再起動に対応していて，
アップデートプログラムを実行しても現象が再現する場合は，ハードウェアメー
カーおよび Microsoft 社が提供する情報を参照してください。
• 複数のパッケージにコンピュータの再起動を設定して一つのジョブでインストー
ルした場合，すべてのパッケージのインストール後にコンピュータが自動的に再
起動されます。
• 再起動を指定したパッケージを配布するジョブにクライアント制御によるコン
ピュータのシャットダウンが指定されていた場合，ジョブの終了後にシャットダ
ウンします。
• 再起動を指定したパッケージを配布するジョブやクライアント制御によるシャッ
トダウンを指定したジョブを含む複数のジョブが，クライアント上で続けて実行
された場合，すべてのジョブの終了後にシャットダウンします。
• 再起動を指定したパッケージがクライアントのパッケージセットアップマネー
ジャからインストールされた場合，クライアントセットアップに確認ダイアログ
ボックスの表示時間が設定されていても，
「無制限」の場合と同様に，ユーザの入
力があるまで再起動しません。
• バージョンが 07-00 以前の UNIX のクライアント，または 06-71 以前の Windows
のクライアントは自動的に再起動できません。
• Windows NT のクライアントでスクリーンセーバが起動され，パスワードで保護
されている場合は，自動的に再起動できません。
• 再起動を指定したパッケージのインストール時に編集中のファイルが存在した場
合は，自動的に再起動できません。
また，再起動を指定したパッケージを上位システムからリモートインストールした
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場合，次に示すログオン状態のときは指定どおりの動作をしません。
• ログオン前のとき
• JP1/NETM/DM Client をインストールしたユーザ以外の，Administrator 権限を
持ったユーザでログオンしているとき
• 一般ユーザとしてログオンし，セットアップの「一般ユーザ権限で使用する」が
オフのとき
これらの状態では，クライアントセットアップで確認ダイアログボックスの表示時
間が設定されている場合は，確認ダイアログボックスを表示しないで再起動します。
表示時間が「無制限」となっている場合は，再起動できません。
なお，ここでいう「パッケージを上位システムからリモートインストール」とは，
クライアント側からパッケージセットアップマネージャまたは［ジョブ実行］アイ
コンを使用してパッケージをインストールする場合以外を示します。
処理中ダイアログの表示
パッケージのインストール時に，クライアントで処理中ダイアログを表示させるか
どうかを指定します。対象となるのは，ダウンロード中ダイアログとインストール
中ダイアログです。次に示す項目から選択できます。
クライアントの設定に従う
クライアントのセットアップの［処理中ダイアログ］パネルに設定された内容
に従って，ダウンロード中ダイアログとインストール中ダイアログの動作を決
定します。処理中ダイアログとしてプログラム標準のダイアログを表示するか，
またはユーザ作成プログラムを表示するかについても，
［処理中ダイアログ］パ
ネルの設定に従います。
表示する
クライアントセットアップの［処理中ダイアログ］パネルの設定内容に関係な
く，ダウンロード中ダイアログとインストール中ダイアログを表示します。
処理中ダイアログとしてプログラム標準のダイアログを表示するか，または
ユーザ作成プログラムを表示するかは，クライアントセットアップの［処理中
ダイアログ］パネルの設定に従います（設定が非活性の場合も有効です）
。
表示しない
クライアントセットアップの［処理中ダイアログ］パネルの設定内容に関係な
く，ダウンロード中ダイアログとインストール中ダイアログを非表示にします。
パッケージの「処理中ダイアログの表示」と，クライアントセットアップの［処理
中ダイアログ］パネルをそれぞれ設定したときの，処理中ダイアログ表示の有無を
次に示します。
クライアントセットアップの［処
理中ダイアログ］パネルの設定

パッケージの設定
クライアントの設定に従う

表示する

表示しない

表示する

○

○

−

表示しない

−

○

−

（凡例）
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○：対象ダイアログを表示する
−：対象ダイアログを表示しない

処理中ダイアログの表示についての注意事項を次に示します。
• バージョンが 06-71 以前の Windows のクライアントでは，パッケージに処理中ダ
イアログの表示を指定しても無視されます。
• パッケージに処理中ダイアログの表示を指定した場合，インストール中ダイアロ
グを最前面表示するかどうかはクライアントセットアップの設定に従います（設
定が非活性の場合も有効です）
。
インストール前に表示するパッケージの説明
パッケージに添付する説明文を次の方法で入力します。
• 「説明」欄に直接入力する。
説明文は，半角で 30,000 文字（全角で 15,000 文字）以内で入力します。
• ［読み込み］ボタンをクリックしてテキストファイルを読み込む。
テキストファイルのサイズの上限は 30,000 バイトです。
この説明文は，パッケージを「クライアントユーザによるインストール」ジョブで
配布する場合に有効です。クライアントから，パッケージセットアップマネージャ
を使用してインストールするパッケージを選択するときに，この説明文を閲覧でき
ます。パッケージの内容やインストール方法など，インストール前にクライアント
に知っておいて欲しい情報がある場合に記述してください。

2.2.9 ［アイコン作成］パネル
ユーザプログラムをリモートインストールする場合の，アイコンまたはショートカット
を設定します。
このパネルは，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」のときだけ表示されま
す。また，「作成対象」をアイコンにした場合と，ショートカットにした場合とで，表示
される内容が異なります。
クライアントに対して，ショートカットの作成を指示したジョブを実行した場合，クラ
イアントに「ショートカットパス名」で指定したフォルダがないと，ショートカットの
作成に失敗するだけでなく，ジョブがエラーとなるので注意してください。

62

2.

ソフトウェアをリモートインストールする

図 2-21 ［アイコン作成］パネル

（1） 作成対象
リモートインストール先に，アイコンを作成するか，ショートカットを作成するかを選
択します。「アイコン」を選択すると，リモートインストール先で，プログラムメニュー
にアイコンを登録できます。
「ショートカット」を選択すると，プログラムメニューやデ
スクトップ上など，任意のパスにショートカットを作成できます。ただし，Windows
Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，Windows XP，Windows 2000，
および Windows NT 4.0 は，ログオンするユーザによってプログラムメニューやデスク
トップのパスが異なります。そのため，
「ショートカットパス名」を正しく指定しない
と，作成されたショートカットがプログラムメニューやデスクトップ上に表示されませ
ん。

（2） アイコン属性
「作成対象」でアイコンを選択した場合に表示されます。アイコンを作成する場合は必ず
アイコングループ名とアイコン名を指定してください。どちらかが空欄の場合，インス
トール先のクライアントにアイコンが正しく作成されません。
グループ名
リモートインストール先で使用するアイコンのグループ名を半角 30 文字以内で設定
します。
アイコン名
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アイコン名を半角 40 文字以内で設定します。
プログラムパス名
アイコンに関連づけるユーザプログラムのパス名を設定します。

（3） ショートカット属性
「作成対象」でショートカットを選択した場合に表示されます。
ショートカットパス名
ショートカットの作成先として，すでに存在するフォルダのパス名を 253 バイト以
内で設定します。ただし，ショートカット名と合わせて 254 バイト以内で設定する
必要があります。
ショートカット名
作成するショートカットのタイトルを 250 バイト以内で設定します。ただし，
ショートカットパス名と合わせて 254 バイト以内で設定する必要があります。また，
次に示す記号は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「:」「<」
「>」
「|」「?」
リンク先パス名
ショートカットを作成したいプログラム（実行ファイル）のパス名を 1 〜 259 バイ
トで設定します。
アイコンまたはショートカットの定義を設定後，［追加］ボタンをクリックして「アイコ
ン / ショートカットの定義一覧」に追加してください。

2.2.10 ［外部プログラム］パネル
インストール前後およびインストールエラー時に，クライアントで起動させる外部プロ
グラムを設定します。
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図 2-22 ［外部プログラム］パネル

（1） 外部プログラム起動
インストール直前，直後，およびインストールエラーのそれぞれの場合に，起動させた
い外部プログラムのパス名を指定します。
「インストール直前」，
「インストール直後」，
または「インストールエラー」の右側の［参照］ボタンをクリックして，フルパスで指
定してください。ただし，
［システム条件］パネルで「システム条件の取り込み」が設定
されている場合，パス名は指定できません。
なお，JP1/NETM/DM Client をリモートインストールする場合は，インストール直前だ
け外部プログラムを起動できます。インストール直後，またはインストールエラー時に
外部プログラムの起動を設定しても無視されます。
指定された外部プログラムは，処理が正常に終了したかどうかをサーバに通知する必要
があります。終了通知の方法については，
「(2) 外部プログラムの終了通知」を参照して
ください。また，外部プログラムから取得した終了通知の扱いは，
［詳細］ボタンをク
リックして表示される［外部プログラム用詳細設定］ダイアログボックスで指定します。
詳細は，「(3) 外部プログラムの終了通知の扱い」を参照してください。
外部プログラムを設定するときの注意事項を次に示します。
• 外部プログラムとして指定できるのは，拡張子が *.exe，*.bat，*.cmd のファイルだ
けです。
• 外部プログラムのパスは，半角 256 文字以内で指定してください。
• 外部プログラムのパスにスペースを含める場合は「"」で囲んで指定してください。

65

2. ソフトウェアをリモートインストールする

• 外部プログラムのパスには，文字列「%HITACHI_REG¥xxx%」を含めることはでき
ません（xxx は，任意の文字列）。この文字列は，各日立プログラムプロダクトの固有
のパスを表すもので，JP1/NETM/DM の予約語です。一般ユーザは指定しないでくだ
さい。
• バックグラウンドインストールモード（Windows NT）でリモートインストールする
場合は，GUI を持たないプログラムを指定してください。GUI を持つプログラムを指
定しても，GUI は表示されません。
ただし，Windows Server 2008 または Windows Vista で GUI を持つプログラムを実
行した場合は，実行したプログラムに対して，GUI の表示を要求するダイアログボッ
クスが表示されたままになることがあります。GUI が表示されたままになるになるこ
とを避けるためには，次の設定をしてください。
• ［外部プログラム］パネルの「外部プログラム監視時間」を 0 以上に設定してくださ
い。
• ［外部プログラム］パネルの［詳細］ボタンをクリックすると表示される［外部プロ
グラム用詳細設定］ダイアログボックスで「外部プログラムの時間監視」にチェッ
クしてください。
• 外部プログラムには 16bit のアプリケーションを指定しないでください。Windows
NT のクライアントに対して，外部プログラムに 16bit アプリケーションを指定した
バックグラウンドインストールモードのパッケージをリモートインストールすると，
クライアントがハングアップします。
なお，UNIX クライアントへ配布するパッケージに外部プログラムの起動を設定する場
合は，「(4)

UNIX クライアントで外部プログラムを起動する場合の注意事項」を参照し

てください。
外部プログラム監視時間
「外部プログラム起動」で指定した外部プログラムの応答を監視する時間の，上限値
と単位を指定します。外部プログラムが無限ループに陥ったときなどに備えて，外
部プログラムの終了を待つ時間を，0 〜 21,600 秒（360 分，6 時間）で指定してく
ださい。応答を監視しない場合は「0」を指定します。デフォルトは「1（秒）」で
す。なお，この指定は，
［外部プログラム用詳細設定］ダイアログボックスで「外部
プログラムの時間監視」チェックボックスをオンにしている場合に有効になります。
［外部プログラム用詳細設定］ダイアログボックスについては，「(3) 外部プログラ
ムの終了通知の扱い」を参照してください。
この指定値は，
「インストール直前」，
「インストール直後」，
「インストールエラー」
で起動するすべての外部プログラムに対して有効です。外部プログラムごとに異な
る監視時間を設定することはできません。また，UNIX のパッケージャからパッ
ケージング（資源登録）されたパッケージの外部プログラム監視時間は，参照はで
きますが，変更はできません。

（2） 外部プログラムの終了通知
ユーザプログラムをリモートインストールする場合，インストールの前後，およびイン
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ストールエラー時に，外部プログラムを起動させることができます。
外部プログラムは，終了コードまたは Windows Message で，処理が正常に終了したか
どうかをサーバに通知する必要があります。終了コードで通知する場合，および
Windows Message で通知する場合の値の設定方法を次に示します。
なお，インストール直後に外部プログラムを起動した場合，外部プログラムの実行が終
了した時点で配布終了として通知されます。
終了コードを指定した場合
スクリプトに通知されるプログラムの終了コードについては，正常終了の場合は 0
を，正常に終了しなかった場合は 1 〜 255 のどれかの値を設定してください。スク
リプトから起動されたプログラムが終了すると，shell 関数は制御を戻します。
Windows Message を指定した場合
Windows Message によって処理を通知する場合は Windows API の
RegisterWindowMessage() 関数で文字列「DMP_UAP_QUIT」を定義し，返された
メッセージ識別子を使ってすべてのトップレベルウィンドウに自プログラムの処理
結果を通知してください。Windows API の PostMessage() 関数の第 3 引数が処理結
果コードになります。
文字列「DMP_UAP_QUIT」を定義する方法を次に示します。この例では，変数
DMRtn が処理コードとなります。
（例）
UINT MsgId;
WORD DMRtn;
MsgId = RegisterWindowMessage("DMP_UAP_QUIT");
DMRtn = 0;
/* 終了コードの設定：正常 */
(VOID)PostMessage(HWND_BROADCAST,
MsgId,
DMRtn,
NULL);

（3） 外部プログラムの終了通知の扱い
外部プログラムの終了通知の扱いについては，
［詳細］ボタンをクリックすると表示され
る［外部プログラム用詳細設定］ダイアログボックスで設定します。
「インストール直
前」，
「インストール直後」の［詳細］ボタンをクリックした場合と，
「インストールエ
ラー」の［詳細］ボタンをクリックした場合とでは，表示される内容が異なります。
「イ
ンストールエラー」の［詳細］ボタンから表示した場合は，
「監視時間経過時の取り扱
い」および「処理結果エラー時の取り扱い」は表示されません。それぞれの場合に表示
される［外部プログラム用詳細設定］ダイアログボックスを次に示します。
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図 2-23 「インストール直前」，
「インストール直後」の［詳細］ボタンから表示した［外
部プログラム用詳細設定］ダイアログボックス

図 2-24 「インストールエラー」の［詳細］ボタンから表示した［外部プログラム用詳細
設定］ダイアログボックス

外部プログラムの時間監視
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの［外部プログラム］パネ
ルで指定した「外部プログラム監視時間」の設定を有効にするかどうかを指定しま
す。デフォルトはオフです。
チェックボックスをオンにすると，
「外部プログラム監視時間」で指定した時間だけ
外部プログラムを監視します。
チェックボックスをオフにすると，無限に外部プログラムを監視します。
「外部プロ
グラム監視時間」の上限値以上の監視が必要なときだけオフにしてください。起動
した外部プログラムが，データベースの更新など時間の掛かる処理をする場合に有
効です。
注意
外部プログラムの監視をしないと，外部プログラムが無限ループに陥った時な
どにジョブのハングアップが発生し，配布結果が得られないことがあります。
ジョブのハングアップ防止のため，外部プログラムの時間監視を有効にするこ
とをお勧めします。
監視時間経過時の取り扱い
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外部プログラム監視時間を経過した場合，リモートインストールジョブを中断し，
エラーとするかどうかを指定します。デフォルトでは「エラーにする」がオンに
なっています。通常はデフォルトのまま運用してください。
エラーにする
監視時間を経過した場合，リモートインストールジョブを「エラー」として配
布管理システムまたは中継システムに通知します。また，外部プログラムも終
了させます。
エラーにしない
監視時間を経過した場合も，リモートインストールジョブを「成功」として配
布管理システムまたは中継システムに通知します。外部プログラムを起動後，
常駐させて使いたいなどの場合にだけ，こちらを選択してください。また，こ
の場合は，
「外部プログラム監視時間」を短く設定してください。
外部プログラム処理結果の取得方法
外部プログラムは，処理が正常に終了したかどうかをサーバに通知する必要があり
ます。ここでは，外部プログラムの処理結果を取得する方法を指定します。設定を
間違えるとクライアントがハングアップするおそれがあるため，正確に設定してく
ださい。デフォルトでは，「外部プログラムの終了コードで通知」がオンになってい
ます。
外部プログラムの Windows Message で通知
クライアントから起動する外部プログラムから，さらに別のプログラムを起動
したとき，そのプログラムの処理結果を取得できます。例えば，リモートイン
ストールしたデータを「クライアントから起動した外部プログラム」で加工し
たあと，さらに，加工したデータを「Windows Message でクライアントに結果
を通知するプログラム」でデータベースに登録できます。
なお，これはインストールモードが「GUI インストールモード」のときだけ指
定できます。バックグラウンドインストールモード（Windows）で「外部プロ
グラムの Windows Message で通知」を選択した場合は，クライアントで自動
的に「外部プログラムの終了コードで通知」に変更されます。
外部プログラムの終了コードで通知
一般的な終了コードを返却するプログラムに指定してください。
処理結果エラー時の取り扱い
取得した外部プログラムのリターン情報（終了コード，または処理結果コード）が
0 以外の値の場合，エラーにするかどうかを指定します。デフォルトでは，
「エラー
として処理を中断する」がオンになっています。
エラーとして処理を中断する
外部プログラムからのリターン情報が 0 以外の場合，エラーにします。EXE
ファイルなど，リターン情報を正確に取得できるプログラムに指定してくださ
い。取得されたリターン情報は，保守コード中のユーザステータスに設定され
ます。保守コードは，リモートインストールマネージャの［ジョブ実行状況］
ウィンドウから表示される［詳細情報］ダイアログボックスで確認できます。
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エラーとせずに処理を続行する
外部プログラムからのリターン情報が 0 以外の場合でも，そのまま処理を続行
します。BAT ファイルなど，リターン情報が正確に取得できないプログラムに
指定してください。

（4） UNIX クライアントで外部プログラムを起動する場合の注意事項
UNIX クライアントへ配布するパッケージに外部プログラムの起動を設定する場合，次
のことに注意してください。
•「<」
「>」
「｜」「&」
「$」などのシェルプログラムで特別な意味を持つ文字は使わない
でください。
• インストールエラー時の外部プログラム起動はできません。
• インストール直前および直後の外部プログラム起動は，
［スケジュール］パネルのイン
ストール日時指定の有無によってパスの指定方法が違います。パスの指定方法が間
違っていた場合，パッケージングとジョブの実行はできますが，配布先の UNIX クラ
イアントで外部プログラムは起動しません。このとき，ジョブはエラーにならないで，
正常終了するので注意してください。
指定方法の違いを次の表に示します。
インストール日時の
指定

起動する外部プログラムのパス指定方法
インストール直前に起動

インストール直後に起動
• 半角 40 文字以内で指定してください。
• スペースを含んだパスは指定できません。
• 後処理プログラムに引数が存在する場合
は，パスと引数全体を「"」
（ダブル
クォーテーション）で囲んでください。
• 引数がスペースを含む場合は，スペース
を含む引数を「'」（シングルクォーテー
ション）で囲んでください。

あり

指定できません。

なし

• インストール直前に起動する外部プログラムだけ指定する場合，半角 60 文字
以内で指定してください。
• インストール直後に起動する外部プログラムだけ指定する場合，半角 64 文字
以内で指定してください。
• インストール直前と直後に起動する外部プログラムを両方指定する場合，合わ
せて半角 60 文字以内で指定してください。
• 文字列（引数）の数は最大 18 個指定できます。
• 複数の連続したスペースは 1 個の区切り文字として扱われます。
• 「'」（シングルクォーテーション）は引数として扱われません。
• シェル変数は文字列として扱われるため，無効になります。
• 応答待ちになる処理を指定しないでください。

2.2.11 ［セットアップ情報設定］パネル
他社ソフトウェアのセットアップ情報を設定します。このパネルは，パッケージ種別が
「他社ソフトウェア」のとき，または AIF ファイルを持つパッケージを作成するときに表
示されます。
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「他社ソフトウェア」の場合，インストール定義ファイル，レコーダファイル，または
AIT ファイルに記述した内容が，
［セットアップ情報設定］パネルに表示されます。
JP1/NETM/DM でサポートしている他社ソフトウェアを配布する場合は，会社名および
所有者名に半角文字を使用しないでください。半角文字を使用する必要がある場合は，
ユーザ独自の AIT ファイルまたはレコーダファイルを作成してインストールしてくださ
い。
図 2-25 ［セットアップ情報設定］パネル

セットアップ方法
パッケージのセットアップ方法が表示されます。AIT ファイルを使用する場合は空
欄になります。
会社名
会社名は任意に設定します。ソフトウェアを所有するユーザの会社名を半角で 80 文
字（全角で 40 文字）以内で設定します。
所有者名
所有者名は任意に設定します。ソフトウェアを所有するユーザのユーザ名を半角で
40 文字（全角で 20 文字）以内で設定します。
シリアルナンバー
ソフトウェアのシリアルナンバーを設定します。インストール時に CD キーの必要
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な他社ソフトウェアをパッケージングする場合は，この欄に CD キーを入力してく
ださい。
アイコングループ
ソフトウェアのアイコンのグループを設定します。
配布対象 OS
AIF ファイルを持つパッケージを作成する場合，配布先となるクライアントの OS
を設定します。
AIF ファイル内のインストール条件の無効化
AIF ファイルを含むパッケージを作成する場合，AIF ファイルに記述されているイ
ンストール条件を無効にする設定をします。ただし，AIF ファイルを持たないパッ
ケージの場合は設定できません。
無効にできるインストール条件は次の 5 種類です。
• OS 種別・OS バージョン
• CPU 種別
• 実メモリ容量
• ハードディスクの空き容量
• インストールの前提となるプログラム

2.2.12 ［AIT ファイルの設定］パネル
リモートインストール時に AIT ファイルを使用する場合に設定します。このパネルは，
パッケージ種別が「他社ソフトウェア」のときだけ表示されます。
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図 2-26 ［AIT ファイルの設定］パネル

AIT ファイルの監視
AIT ファイルを使用したインストール処理の応答を監視するかどうか指定します。
インストール中にクライアントユーザがダイアログボックスに応答したり，キー
ボードやマウスを操作したりすると，インストーラの画面表示が AIT ファイルの期
待するものと異なり，AIT ファイルによるリモートインストールが進まなくなるこ
とがあります。このような場合，インストールしている途中に放置されるのを防ぐ
ため，一定時間内に応答がなければ，インストールを中断させることができます。
AIT ファイルの監視時間
「AIT ファイルの監視」を設定した場合に，AIT ファイルの応答を監視する時間
の上限値を指定します。1 秒〜 21,600 秒（360 分，6 時間）で指定してくださ
い。通常は，配布するソフトウェアをインストールするのに要した時間の約 3
倍の時間を目安に設定してください。デフォルトは 5 分です。

2.2.13 ［レコーダファイル設定］パネル
リモートインストール時にレコーダファイルを使用する場合に設定します。このパネル
は，パッケージ種別が「他社ソフトウェア」のときだけ表示されます。
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図 2-27 ［レコーダファイル設定］パネル

レコーダファイルのディレクトリ指定
レコーダファイルを使用する場合に，レコーダファイルのディレクトリを設定しま
す。
［参照］ボタンをクリックしてディレクトリを選択してください。このディレク
トリには，レコーダファイル以外のファイルは作成しないでください。
なお，ユーザ独自に作成したレコーダファイルを使用する場合は，レコーダファイ
ルは必ず Visual Test で作成してください。
レコーダファイルの監視
レコーダファイルを使用する場合に，このレコーダファイルを使用したインストー
ル処理の応答を監視するかどうか指定します。
レコーダファイルを使用したリモートインストール処理では，インストール中に，
クライアントでキーボードやマウスを操作すると，その時点で手動インストールに
切り替わり，続きが行われなくなってしまいます。このような場合に，インストー
ル途中で放置されるのを防ぐため，上位システムから一定時間内に応答がなければ
インストールを中断させることができます。
レコーダファイルの監視時間
「レコーダファイルの監視」を設定した場合に，レコーダファイルの応答を監視
する時間の上限値を指定します。1 秒〜 21,600 秒（360 分，6 時間）で指定し
てください。デフォルトは 5 分です。
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2.2.14 ［コンポーネントの選択］パネル
JP1/NETM/DM Client（クライアント）または JP1/NETM/DM Client - Base（クライ
アント）をパッケージングする場合に表示されるパネルです。各プログラムのコンポー
ネントのうち，インストールが不要なコンポーネントのチェックボックスのチェックを
外すとパッケージング対象になりません。これによって，不要なコンポーネント分の
パッケージ容量を削減できます。
図 2-28 ［コンポーネントの選択］パネル

JP1/NETM/DM Client（クライアント）または JP1/NETM/DM Client - Base（クライ
アント）でリモートインストールできるコンポーネントは次のとおりです。
• クライアント
• パッケージャ
• リモートコントロールエージェント（JP1/NETM/DM Client（クライアント）だけ）
• オンラインヘルプ
なお，コンポーネントを選択して作成したパッケージをリモートインストールする場合，
次の注意事項があります。
● 上書きインストールの場合に，パッケージングされたコンポーネントとすでにインス
トールされているコンポーネントに差があるときは，一致するコンポーネントだけが
上書きインストールされます。
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●「スタートアップキット機能支援ツール」がインストールされた PC に対してはリモー
トインストールできません。また，
「Automatic Installation Tool」がインストールさ
れた PC に対しては，「Automatic Installation Tool」が上書きインストールされませ
ん。そのため，
「スタートアップキット機能支援ツール」，および「Automatic
Installation Tool」は，手動でインストールしてください。
● コンポーネントごとにバージョンの不一致が生じた場合，JP1/NETM/DM Client とし
てのバージョンは，インストールされたコンポーネントのうち，最新のバージョンと
同じになります。

2.2.15

他社ソフトウェアのパッケージングのバリエーショ
ン

他社ソフトウェアをパッケージングするには，次の四つの方法があります。
1. AIT ファイルおよび PP 識別情報ファイルを使用する方法
2. レコーダファイル，インストール定義ファイル，および PP 識別情報ファイルを使用
する方法
3. レコーダファイルだけを使用する方法
4. AIT ファイルもレコーダファイルも省略する方法
前に説明した［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの設定方法では，
1 および 2 の方法を前提に説明しているため，ここでは 3 および 4 の方法について説明
します。

（1） レコーダファイルだけを使用する方法
レコーダファイルを使用して他社ソフトウェアをパッケージングするには，通常，レ
コーダファイルのほかに，インストール定義ファイルおよび PP 識別情報ファイルを用意
して，既定のディレクトリに格納しておく必要があります。この方法は，次のような場
合に便利です。
複数のソフトウェアを連続してパッケージングしたい場合
複数のソフトウェアに関する情報を一つのファイルにまとめておくと，パッケージ
ング時に入力する手間が省略でき，効率良くパッケージングできます。
入力データを均質化したい場合
オペレータがパッケージング時に入力する項目（例えば「パッケージ名」など）に
入力ミスを発生させないように，あらかじめインストール定義ファイルを用意して
おくことで防止します。入力データの精度が高くなり，データ（インベントリ情報）
の集計時に効果的です。
このような場合を除けば，インストール定義ファイルおよび PP 識別情報ファイルを省略
し，レコーダファイルだけを使用してパッケージングする方法が便利です。
レコーダファイルだけを使用する場合，［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログ
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ボックスが表示された直後は，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」として
扱われていますので，
「他社ソフトウェア」を選択してください。また，［JP1/NETM/
DM パッケージング］ダイアログボックスの設定内容に，次に示す差異があります。
パネル名

レコーダファイルだけを使用する場合の差異

パッケージング情報

• 「パッケージ名」
，
「パッケージ識別 ID」，
「バージョン / リビジョ
ン」を編集できます。
• 「メーカ名」は表示されません。
• 「インストールプログラム名」に，リモートインストール時のイ
ンストールプログラム名を指定できます。
［参照］ボタンをク
リックして，ファイルを選択することもできます。

ファイル属性

表示されません。

セットアップ情報設定

値は表示されません。

レコーダファイル設定

「Visual Test のバージョン」に，Visual Test のバージョンを指定し
ます。デフォルトは 6 です。

（2） AIT ファイルもレコーダファイルも省略する方法
通常，JP1/NETM/DM では，インストーラの付属しているソフトウェアを配布する場
合，インストーラの動作手順を定義した AIT ファイルまたはレコーダファイルを組み込
んだパッケージを配布することで，クライアントユーザの手を煩わせることなくクライ
アント PC に自動的にリモートインストールしています。
これに対し，自動的にリモートインストールするのではなく，クライアントユーザ自身
がクライアント PC に手動でパッケージをインストールする運用をしたい場合もありま
す。この運用方法では，AIT ファイルもレコーダファイルも不要です。操作方法につい
て，次に説明します。
（a） AIT ファイルもレコーダファイルも省略する他社ソフトウェアのパッケージング方
法
AIT ファイルもレコーダファイルも使用しないで，他社ソフトウェアをパッケージング
する方法について次に示します。
1. インストール定義ファイルを用意する場合は，指定するパラメタのうち，レコーダ
ファイルのフォルダを示す「RecordFileDirectory」パラメタの指定を外してインス
トール定義ファイルを作成する。
パラメタは値としてスペースなどを指定するのではなく，
「RecordFileDirectory」パ
ラメタ自体を指定しないでください。
2. パッケージャを起動して他社ソフトウェアをパッケージングして登録する。
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの［レコーダファイル設定］
パネルの，
「レコーダファイルのディレクトリ指定」部分に何も指定されていないこ
とを確認してください。ここで，レコーダファイルのフォルダを指定することもでき
ます。指定した場合は従来のインストール定義ファイルの「RecordFileDirectory」パ
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ラメタを指定した場合と同じ動作になります。
3. マネージャ側でリモートインストールマネージャを起動し，手順 2 で登録したパッ
ケージを「クライアントユーザによるインストール」ジョブとして，インストールを
実行したいクライアントに対してジョブを実行する。
4. クライアント側でパッケージセットアップマネージャを起動し，［Package Setup
Manager］ウィンドウから対象のパッケージを選択してインストールを実行する。
ソフトウェアの「インストール方法」は「手動」だけが活性化されるので，クライア
ントユーザ自身でインストーラを操作してインストールします。
（b） 注意事項
● AIT ファイルもレコーダファイルも省略したパッケージを配布するときは，必ず「ク
ライアントユーザによるインストール」ジョブを実行して，パッケージセットアップ
マネージャからインストールしてください。
「パッケージのインストール」を指定した
ジョブは最終的にエラーとなります。
● レコーダファイルなしのパッケージを配布する場合，
［JP1/NETM/DM パッケージン
グ］ダイアログボックスの［レコーダファイル設定］パネルの「レコーダファイルの
監視」を指定しても無視されます。

2.2.16

パッケージング環境のカスタマイズ

次のパッケージング時の環境を，ユーザの運用に合わせて設定できます。
• 処理中ダイアログボックスの表示／非表示
•［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスで設定する各項目のデフォル
ト値
• ワークディレクトリ
• 監査ログの出力
パッケージャが JP1/NETM/DM Manager と異なるコンピュータにインストールされ
ている場合だけ設定できます。
これらのパッケージング環境は，［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウの［オプ
ション］メニューから［デフォルト値のカスタマイズ］を選択し，表示される［デフォ
ルト値のカスタマイズ］ダイアログボックスで設定します。
なお，パッケージング環境をカスタマイズするには，レジストリ
「HKEY_LOCAL_MACHINE」に対するアクセス権が必要です。

（1）［処理中ダイアログ］パネル
パッケージング処理の実行中に，処理中であることを示すダイアログボックスを表示す
るかどうかを設定できます。上位システムと接続中であることを示すダイアログボック
スと，パッケージング中であることを示すダイアログボックスについて，それぞれ設定
できます。デフォルトでは，どちらの処理中ダイアログボックスも表示されます。
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図 2-29 ［処理中ダイアログ］パネル

（2）［パッケージ属性］パネル
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスで設定する各項目のデフォルト
値を設定できます。
［パッケージ属性］パネルの「設定項目」には，［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイ
アログボックスのパネル名に相当する項目が表示されます。
「設定項目」から項目を選択
したあと，パネルの右側で［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスのデ
フォルト値を設定します。
（a） パッケージング情報
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの「パッケージ名」
，「パッケー
ジ識別 ID」
，「バージョン／リビジョン」，および「世代番号」のデフォルト値を設定で
きます。この設定は，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」のパッケージン
グのときだけ有効になります。デフォルトは，すべてのチェックボックスがオフです。
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図 2-30 ［パッケージ属性］パネル（パッケージング情報）

パッケージ名／識別 ID
「パッケージ名」および「パッケージ識別 ID」のデフォルト値を設定する場合に
チェックします。
ファイル／フォルダ名から取得する
パッケージング時に選択したフォルダまたはファイルの名称を，デフォルトの
「パッケージ名」および「パッケージ識別 ID」にします。パッケージ識別 ID
は，すべて大文字に変換されます。
ファイルを選択した場合，ピリオドと拡張子を除く名称が使用されます。複数
のフォルダまたはファイルを選択した場合は，選択されている先頭のフォルダ
またはファイルの名称が使用されます。使用できる最大文字数を超える文字列
は削除されます。使用禁止文字およびスペースが含まれている場合は，削除さ
れます。使用禁止文字だけの場合は，空欄になります。
パッケージングした日時から取得する
パッケージングした日時を，デフォルトの「パッケージ名」および「パッケー
ジ識別 ID」にします。
「パッケージ名」と「パッケージ識別 ID」は同じ名称に
なります。
日時の形式は「形式」から選択できます。YYYY または YY は年，MM は月，

DD は日，HH は時，MM は分，SS は秒を意味します。年月日時分秒の値が 1
けたの場合は，前に 0 が付加されて，2 けたになります。
バージョン
「バージョン／リビジョン」のデフォルト値を設定する場合にチェックします。
カウンタ
「カレント値」で指定した値を，デフォルトの「バージョン／リビジョン」にし
ます。カレント値は，パッケージングが成功したときに，「増分値」で指定した
値が足され，更新されます。ただし，パッケージング時に「バージョン／リビ
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ジョン」の値を変更した場合，カレント値は更新されません。また，カレント
値は 999,999 を超えると，0 に戻ります。「カレント値」に設定できる値は 0 〜
999,999，「増分値」に設定できる値は 0 〜 10 です。
「バージョン／リビジョン」を固定値にしたい場合は，増分値を 0 に設定しま
す。これによって，
「カレント値」の値は更新されないで，「バージョン／リビ
ジョン」には常に同じ値が表示されます。
パッケージングした日時から取得する
パッケージングした日時を，デフォルトの「バージョン／リビジョン」にしま
す。日時の形式は「形式」から選択できます。YYMMDD は年月日，

MMDDYY は月日年，DDMMYY は日月年，MMDDHH は月日時，HHMMSS
は時分秒を意味します。年月日時分秒の値が 1 けたの場合は，前に 0 が付加さ
れて，2 けたになります。
世代番号
「世代番号」のデフォルト値を設定する場合にチェックします。
カウンタ
「カレント値」で指定した値を，デフォルトの「世代番号」にします。カレント
値は，パッケージングが成功したときに，
「増分値」で指定した値が足され，更
新されます。ただし，パッケージング時に「世代番号」の値を変更した場合，
カレント値は更新されません。また，カレント値は 9,999 を超えると，0 に戻
ります。
「カレント値」に設定できる値は 0 〜 9,999，「増分値」に設定できる
値は 0 〜 10 です。
「世代番号」を固定値にしたい場合は，増分値を 0 に設定します。これによっ
て，
「カレント値」の値は更新されないで，「世代番号」には常に同じ値が表示
されます。
パッケージングした日時から取得する
パッケージングした日時を，デフォルトの「世代番号」にします。日時の形式
は「形式」から選択できます。MMDD は月日，DDMM は日月，HHMM は時
分，MMSS は分秒，YYMM は年月，MMYY は月年を意味します。年月日時分
秒の値が 1 けたの場合は，前に 0 が付加されて，2 けたになります。
（b） システム条件
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの「システム条件」のデフォル
ト値を設定できます。デフォルトでは，
「システム条件の作成」がオンになっています。
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図 2-31 ［パッケージ属性］パネル（システム条件）

「システム条件の取り込み」を選択すると，
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアロ
グボックスを起動したとき，次の項目のデフォルト値は設定が無効になります。ただし，
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスで「システム条件の作成」を選
択すると，これらの項目のデフォルト値は設定が有効になります。
• ソフトウェア条件
• アイコン作成
• 外部プログラム
• オプションの中の「バージョンアップ時リストア対象とする」
（c） ソフトウェア条件
リモートインストールするときの前提となるソフトウェア条件のデフォルト値を設定で
きます。
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図 2-32 ［パッケージ属性］パネル（ソフトウェア条件）

ソフトウェア名称
前提とするソフトウェアをパッケージ名で特定するのか，パッケージ識別 ID で特定
するのかを設定できます。デフォルトは「パッケージ名」です。
条件
条件指定したソフトウェアがクライアントにインストールされていることを条件に
するのか，インストールされていないことを条件にするのかを設定できます。デ
フォルトは「インストール済み」です。
（d） ファイル属性
リモートインストール後のファイル属性のデフォルト値を設定できます。ただし，
「パッ
ケージング元のアクセス権／所有者と同じ」を選択した場合，パッケージングするファ
イルまたはディレクトリが，FAT ファイルシステムまたは HPFS のとき，
［JP1/NETM/
DM パッケージング］ダイアログボックスでは「インストール先のアクセス権 / 所有者と
同じ」が選択されます。
デフォルトは「インストール先のアクセス権／所有者と同じ」です。この設定は，次の
パッケージングのときだけ有効になります。
• パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」
• パッケージ種別が「他社ソフトウェア」で，AIT ファイルを使用する場合
• パッケージ種別が「他社ソフトウェア」で，レコーダファイルのほかに，インストー
ル定義ファイルおよび PP 識別情報ファイルを用意している場合
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図 2-33 ［パッケージ属性］パネル（ファイル属性）

（e） スケジュール
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの「中継システムでのパッケー
ジ保管期限」と「インストールタイミング」のデフォルト値を設定できます。
図 2-34 ［パッケージ属性］パネル（スケジュール）

中継システムでのパッケージ保管日数
パッケージングを実行した日付に，ここで指定した日数を加算したものが，中継シ
ステムでのパッケージ保管期限のデフォルト値となります。1 〜 32,000 日で指定し
ます。デフォルトは 90 日です。最大値として 32,000 日（約 88 年に相当）まで指定
できますが，パッケージング時の「中継システムでのパッケージ保管期限」が 2036
年 1 月 1 日以降になる場合は，自動的に 2035 年 12 月 31 日に変更されます。
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中継システムでのパッケージ保管期限をオンにする
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの「中継システムでのパッ
ケージ保管期限」のデフォルト値をオンにする場合はチェックします。デフォルト
はオフです。
インストールタイミング
パッケージをインストールするタイミングを設定します。デフォルトは「通常イン
ストール」です。［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスのデフォ
ルトを空欄にしたい場合は，「デフォルト設定なし」を設定してください。設定でき
る項目を次に示します。
• システム起動時インストール
• 通常インストール
• システム停止時インストール
• デフォルト設定なし
（f） インストール方法
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの「インストールモード」のデ
フォルト値を設定できます。デフォルトは「バックグラウンドインストールモード」で
す。この設定は，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」のパッケージングの
ときだけ有効になります。
図 2-35 ［パッケージ属性］パネル（インストール方法）

（g） オプション
リモートインストール時のオプション項目のデフォルト値を設定できます。
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図 2-36 ［パッケージ属性］パネル（オプション）

パッケージデータの圧縮
パッケージング時，ソフトウェアを圧縮するかどうかのデフォルト値を設定できま
す。デフォルトはオフです。オンに設定する場合は，チェックボックスをオンにし，
「圧縮方法」を設定します。設定できる圧縮方法を次に示します。
• 高圧縮
• 互換モード圧縮
バージョンアップ時リストア対象とする
バージョンアップ時に，リモートインストール先の前バージョンのソフトウェアを
バックアップするかどうかのデフォルト値を設定できます。この設定は，パッケー
ジ種別が「ユーザプログラム，データ」のパッケージングのときだけ有効になりま
す。デフォルトはオフです。
インストール後コンピュータを再起動する
パッケージのインストール後に，クライアントのコンピュータを自動的に再起動さ
せるかどうかのデフォルト値を設定できます。デフォルトはオフです。
処理中ダイアログの表示
パッケージのインストール時に，クライアントで処理中ダイアログを表示するかど
うかのデフォルト値を設定できます。デフォルトは「クライアントの設定に従う」
です。設定できる項目を次に示します。
• クライアントの設定に従う
• 表示する
• 表示しない
（h） アイコン作成
ユーザプログラムをリモートインストールする場合，アイコンを登録するのか，ショー
トカットを作成するのかのデフォルト値を設定できます。デフォルトは「アイコン」で
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す。
図 2-37 ［パッケージ属性］パネル（アイコン作成）

（i） 外部プログラム
インストール直前，直後，およびインストールエラーのそれぞれの場合に，起動させた
い外部プログラムと，外部プログラムの監視時間のデフォルト値を設定できます。
「外部
プログラム監視時間」のデフォルトは 1 秒，それ以外の項目のデフォルトはすべて空欄
です。
図 2-38 ［パッケージ属性］パネル（外部プログラム）

また，「設定項目」の「インストール直前起動外部プログラム詳細設定」，
「インストール
直後起動外部プログラム詳細設定」
，または「インストールエラー時起動外部プログラム
詳細設定」を選択することで，外部プログラムの詳細のデフォルト値を設定できます。
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デフォルト値を設定できる項目と，それぞれのデフォルトを次に示します。
設定できる項目
外部プログラムの時間監視

デフォルト
オフ

外部プログラム処理結果の取得方法
※

処理結果エラー時の取り扱い

外部プログラムの終了コードで通知
エラーとして処理を中断する

注※
「インストールエラー時起動外部プログラム詳細設定」を選択したとき，この項目は
設定できません。
（j） レコーダファイル設定
レコーダファイルを使用したインストール処理の応答を監視するかどうかのデフォルト
値を設定できます。この設定は，パッケージ種別が「他社ソフトウェア」で，レコーダ
ファイルを省略しない方法でパッケージングするときだけ有効になります。
図 2-39 ［パッケージ属性］パネル（レコーダファイル設定）

レコーダファイルを使用したインストール処理の応答を監視する場合は，「レコーダファ
イルの監視」チェックボックスをオンにし，「レコーダファイルの監視時間」に監視する
時間の上限値を指定します。デフォルトはオフです。
（k） AIT ファイルの設定
AIT ファイルを使用したインストール処理の応答を監視するかどうかのデフォルト値を
設定できます。この設定は，パッケージ種別が「他社ソフトウェア」で，AIT ファイル
を使用してパッケージングするときだけ有効になります。
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図 2-40 ［パッケージ属性］パネル（AIT ファイルの設定）

AIT ファイルを使用したインストール処理の応答を監視する場合は，
「AIT ファイルの監
視」をオンにし，
「AIT ファイルの監視時間」に監視する時間の上限値を指定します。デ
フォルトはオフです。

（3）［ディレクトリ］パネル
パッケージャがソフトウェアをパッケージングするときに使用するワークディレクトリ
を指定できます。パッケージングするソフトウェアの最大サイズ以上の容量が必要です。
通常，空き容量が 80 メガバイト以上のドライブを指定することをお勧めします。デフォ
ルトは，「パッケージャのインストールディレクトリ ¥PKG¥WORK」です。
図 2-41 ［ディレクトリ］パネル
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（4）［監査ログ］パネル
パッケージング時の監査ログの出力について設定します。
なお，このパネルは，パッケージャが JP1/NETM/DM Manager と異なるコンピュータ
にインストールされている場合だけ表示されます。
パッケージャが JP1/NETM/DM Manager と同じコンピュータにインストールされてい
る場合，監査ログの出力の設定は，JP1/NETM/DM Manager のセットアップでの設定に
従います。
図 2-42 ［監査ログ］パネル

監査ログを出力する
監査ログを出力する場合にチェックボックスをオンにします。デフォルトはオフで
す。オンにすると，監査ログの出力に関する設定項目が活性化します。
監査ログの出力ディレクトリ
監査ログを出力するディレクトリを，4 〜 127 バイトの全角または半角文字，
および「_」
，「¥」
，「.」，
「:」，
「(」，
「)」，
「「」
，「」
」で指定します。
デフォルトでは出力先のディレクトリは指定されていません。指定した出力先
のディレクトリには，JP1/NETM/DM を使用するユーザに対して書き込み権限
を設定しておく必要があります。
監査ログは，ここで指定したディレクトリの直下に生成される
NETMAuditManagern.LOG ファイルに出力されます。n はログファイルの世
代番号です。
なお，監査ログの出力ディレクトリに JP1/NETM/DM のインストールディレク
トリを指定した場合，JP1/NETM/DM をアンインストールすると監査ログも削
除されてしまいます。出力ディレクトリは，監査ログの運用方法に合わせて指
定してください。
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監査ログのログ世代管理数
監査ログが出力されるログファイルを管理する世代数を 1 〜 999 で指定します。
デフォルトは 10 です。
監査ログの出力件数が「監査ログのエントリ数」で指定した値を超えた場合，
新しいログファイル NETMAuditManager1.log が作成され，古いログファイル
は NETMAuditManager2.log に名称変更されます。以後，新しいログファイル
が作成されるたびに，古いログファイルのファイル名末尾の世代番号が 1 ずつ
増えます。指定した世代数を超えると，最も古いログファイルが削除されます。
監査ログのエントリ数
1 ファイル当たりに出力される，監査ログの件数を 500 〜 9,999 件で指定しま
す。デフォルトは 2,000 件です。
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2.3 リモートインストールの実行
リモートインストールは，配布管理システムのリモートインストールマネージャから実
行します。
ここでは，リモートインストールを指示するジョブの作成・実行方法，および結果の確
認方法について説明します。
なお，ジョブの作成・実行方法は，リモートインストール以外の作業でもほぼ同じです。
すべてのジョブに共通の操作については，「8. ジョブを管理する」にまとめて説明して
いますので，そちらを参照してください。

2.3.1

リモートインストールの実行手順

画面遷移を中心に，基本的なリモートインストールの実行手順を説明します。詳細な設
定方法については，手順中に示す各参照先を参照してください。
リモートインストールの実行手順を次に示します。
1. リモートインストールマネージャの［パッケージ］ウィンドウで，リモートインス
トールするパッケージを選択する。
2. ［実行］−［ジョブの実行］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
図 2-43 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックス

3. 「パッケージのインストール」を選択し，
［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 2-44 ［ジョブの作成］ダイアログボックス

デフォルトでは［ジョブ］パネルが表示されます。ここではジョブ名を設定できま
す。
［ジョブ］パネルの設定方法については，「8.2.3 ［ジョブ］パネルの設定」を参
照してください。
4. ［あて先］タブをクリックする。
［あて先］パネルで，リモートインストールのあて先を設定します。必ず一つ以上の
あて先を設定してください。
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図 2-45 ［あて先］パネル

［あて先］パネルの設定方法については，
「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参照し
てください。
5. ［パッケージ］タブをクリックする。
［パッケージ］パネルで，リモートインストールするパッケージを設定します。
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図 2-46 ［パッケージ］パネル

［パッケージ］ウィンドウでパッケージを選択してからジョブを作成した場合，選択
したパッケージが表示されます。
［パッケージ］パネルの設定方法については，「2.3.2 ［パッケージ］パネルの設定」
を参照してください。
なお，その他のタブについては，リモートインストールの方法によって任意に設定し
てください。
［ジョブの配布属性］パネル
マルチキャスト配布および分割配布を設定できます。ただし，マルチキャスト配
布の設定ができるのは，「パッケージのインストール」ジョブだけです。
［ジョブ
の配布属性］パネルの設定方法については，「2.3.3 ［ジョブの配布属性］パネル
の設定」を参照してください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。［スケジュール］
パネルの設定方法については，「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定」を参照し
てください。
［クライアント制御］パネル
クライアント制御機能を使用するかどうかを設定できます。［クライアント制御］
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パネルの設定方法については，
「8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定」を参
照してください。
6. 設定が完了したら，［実行］ボタンをクリックする。
リモートインストールのジョブが実行されます。
7. ジョブの実行状況を確認する。
リモートインストールマネージャの［ファイル］メニューから，［新規作成］−
［ジョブ実行状況］を選択して，
［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示します。
図 2-47 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

リモートインストールのジョブは，ジョブ名の前に次のアイコンが表示されます。
•

：
「パッケージのインストール」ジョブ

•

：
「中継システムまでのパッケージ転送」ジョブ

•

：
「クライアントユーザによるインストール」ジョブ

実行したジョブを選択すると，右枠に実行状況が表示されます。ジョブの実行状況の
確認方法については，「8.4

ジョブの実行状況を確認する」を参照してください。

なお，ジョブ実行時にジョブを保存しておくと，ジョブが失敗した場合に再実行したり，
既存のジョブを編集してジョブの新規作成の手間を省いたりできます。［保存］または
［保存 & 実行］ボタンを使用していったんジョブを保存することをお勧めします。
ジョブを保存するには，［ジョブ定義］ウィンドウに保存先のフォルダが必要です。フォ
ルダの作成方法については，「8.3.2

保存したジョブおよびフォルダの管理」を参照して

ください。

2.3.2 ［パッケージ］パネルの設定
リモートインストールジョブを作成する場合，［ジョブの作成］ダイアログボックスの
［パッケージ］パネルで，リモートインストールするパッケージを設定します。
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図 2-48 ［パッケージ］パネル

［パッケージ］パネルでは次の操作ができます。
● パッケージの追加
「パッケージ」枠にパッケージを追加します。
● パッケージの削除
「パッケージ」枠からパッケージを削除します。
● インストール条件の変更
パッケージング時に設定したインストール条件を，パッケージごとに変更します。
● スケジュールの一括設定
インストール条件の一つである「スケジュール」情報を，すべてのパッケージに対し
て一括して設定します。
なお，リモートインストールするパッケージを複数設定した場合は，
「パッケージ」枠で
の表示順と，あて先でのインストール順が一致しないことがあるので注意してください。
パッケージ枠での表示順と，あて先でのインストール順の規則を次に示します。
•「パッケージ」枠での表示順
次に示す属性情報をキーとした昇順で，パッケージが表示されます。キーとなる属性
情報を，優先度の高い順に示します。
キャビネット識別 ID，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，バージョン，世代番号
• あて先でのインストール順
次に示す属性情報をキーとした昇順で，パッケージがインストールされます。キーと
なる属性情報を，優先度が高い順に示します。
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キャビネット識別 ID，パッケージ識別 ID，バージョン，世代番号

（1） パッケージの追加
［パッケージ］パネルで［追加］ボタンをクリックすると，
［パッケージの追加］ダイア
ログボックスが表示されます。［パッケージの追加］ダイアログボックスは，見やすいサ
イズに変更できます。サイズを変更した場合，次回から変更したサイズで表示されます。
図 2-49 ［パッケージの追加］ダイアログボックス

このダイアログボックスで，追加するパッケージを指定します。「キャビネット」および
「パッケージ」枠から，追加するパッケージを［>］［->>］ボタンで「選択したパッケー
ジ」枠に移動し，［OK］ボタンをクリックしてください。［パッケージ］パネルにパッ
ケージが追加されます。

（2） パッケージの削除
［パッケージ］パネルで削除するパッケージを選択し［削除］ボタンをクリックします。

（3） インストール条件の変更
［パッケージ］パネルで［変更］ボタンをクリックすると，
［インストール条件の変更］
ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは，パッケージング時
に設定したパッケージのインストール条件を，参照または変更できます。
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図 2-50 ［インストール条件の変更］ダイアログボックス

［インストール条件の変更］ダイアログボックスには，パッケージの種別に応じたパネル
が表示されます。このパネルは，パッケージャの［JP1/NETM/DM パッケージング］ダ
イアログボックスに表示されるものと同じです。設定内容については，
「2.2 パッケー
ジの詳細設定」を参照してください。ただし，次に示す項目は，参照だけで，変更はで
きません。
•［パッケージング情報］パネルの内容
• パッケージの暗号化および圧縮の指定
• UNIX 版のパッケージャ（資源登録システム）からパッケージング（資源登録）され
たパッケージの，外部プログラム起動の監視設定
「同じパッケージがあったら上書き」の設定
この項目を設定すると，クライアントに配布するパッケージと同じ名称のソフト
ウェアがインストールされていた場合に，インストール済みのソフトウェアを上書
きしてパッケージをインストールします。
ただし，「同じパッケージがあったら上書き」チェックボックスをオンにすると，す
でに同じパッケージがあて先に配布されているかいないかに関係なく，パッケージ
が送信されます。したがって，不要なネットワークトラフィックの増加を避けるた
め，次の場合にだけ使用してください。
• 配布済みのパッケージを上書きする必要がある場合
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• 配布したパッケージをアンインストールするなどして削除してしまったあと，再
度そのパッケージを配布したい場合
この場合，設定しないとパッケージをインストールできません。
なお，
「同じパッケージがあったら上書き」を設定すると，バージョンが同じでも内
容が異なるソフトウェアを上書きインストールできるため，JP1/NETM/DM のイン
ストールパッケージ情報のバージョン管理ができなくなります。
また，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合は，
「同じパッケージ
があったら上書き」チェックボックスの設定に関係なく，インストール時に必ず
ファイルが上書きされます。

（4） スケジュールの一括設定
［パッケージ］パネルで［オプション］ボタンをクリックすると，
［インストール条件の
一括設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは，パッ
ケージのインストール条件のうち，スケジュールに関する情報を，すべてのパッケージ
に対して一括して設定できます。
図 2-51 ［インストール条件の一括設定］ダイアログボックス

このダイアログボックスの指定内容は，［インストール条件の変更］ダイアログボックス
の［スケジュール］パネルと同じです。

2.3.3 ［ジョブの配布属性］パネルの設定
［ジョブの配布属性］パネルでは，次の設定をします。
• 中断中のあて先への配布の設定
• ジョブの配布方式の選択
• パッケージの分割配布の設定

100

2.

ソフトウェアをリモートインストールする

図 2-52 ［ジョブの配布属性］パネル

このパネルは次のジョブ種別の場合だけ表示されます。
• パッケージのインストール
• 中継システムまでのパッケージ転送
• クライアントユーザによるインストール（分割配布される範囲はクライアントの接続
先システムまで）
ただし，ジョブの配布方式が選択できるのは，
「パッケージのインストール」ジョブの場
合だけです。「中継システムまでのパッケージ転送」ジョブおよび「クライアントユーザ
によるインストール」ジョブの場合は，
「ユニキャスト配布」が選択された状態で表示さ
れ，変更できません。

（1） 中断中のあて先への配布
中断中のあて先へジョブを配布するかしないかを選択します。デフォルトは「配布しな
い」です。
あて先の直上のシステムが中断状態の場合，
「配布しない」を選択したジョブはファイル
転送が中断されますが，
「中断中でも配布する」を選択したジョブは，システムが中断状
態になっていてもファイル転送が中断されません。中断中のジョブを追い越して配布さ
れます。
なお，「中断中でも配布する」を選択した場合，分割配布はできません。また，マルチ
キャスト配布のジョブは中断されないため，中断中のあて先へジョブを配布するかしな
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いかの選択は，ユニキャスト配布に切り替わらないかぎり効果がありません。

（2） 配布の方式
「パッケージのインストール」ジョブの場合，ジョブの配布方式を「ユニキャスト配布」
と「マルチキャスト配布」から選択できます。デフォルトは「ユニキャスト配布」です。
ユニキャスト配布では，上位システムからクライアントへ 1 対 1 でパケットを送信しま
す。そのため，クライアント数が増加すると，上位システムから送信するパケット数も
増加します。一方，マルチキャスト配布の場合，上位システムは 1 ジョブ分のパケット
を送信するだけで，特定の多数のクライアントへジョブを配布できます。そのため，次
のジョブをマルチキャスト配布で実行すると，ユニキャスト配布に比べて送信量を削減
できます。
● あて先の数が多いジョブ
● 大容量のパッケージを配布するジョブ
ジョブのあて先が少ない場合や，パッケージの容量が小さい場合は，マルチキャスト配
布すると効率が悪くなります。その場合は，ユニキャスト配布を設定してください。
なお，マルチキャスト配布を実行するには，各クライアントおよびその上位システムの
セットアップの［マルチキャスト配布］パネルで設定が必要です。
また，マルチキャスト配布では，パッケージの分割配布はできません。「マルチキャスト
配布」を選択した場合，次に説明する「分割配布の設定」はできなくなります。

（3） 分割配布の設定
パッケージを分割配布するかしないかを設定します。「分割配布する」を選択すると，
パッケージを指定されたサイズで分割して転送します。また，指定された時間で転送と
転送の間にインターバル（転送休止時間）を置くこともできます。したがって，大容量
のパッケージでもネットワークに負荷を掛けないで配布できます。
分割サイズ
パッケージを分割するサイズを指定します。ここで指定されたサイズでパッケージ
を分割します。値はキロバイトまたはメガバイト単位で指定します。指定できる値
の上限は，2,097,151 キロバイトです。デフォルトは 1 メガバイトです。
分割サイズは転送先のセットアップで設定されている値とここで設定した値とを比
較して，小さい方のサイズで分割します。また，この分割サイズは転送するパッ
ケージごとに有効になります。したがって複数パッケージを転送する場合でも，
パッケージ単位のサイズが分割サイズに満たない場合は，分割配布の対象にはなり
ません。
転送休止時間
パッケージを分割配布する場合に，分割したパッケージの転送と転送の間にイン
ターバルを設定できます。指定できる値は 1 分〜 24 時間です。デフォルトは 1 時間
です。指定をしない場合は，セットアップで指定した値でインターバルを置きます。
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なお，実際の転送休止時間は，分割サイズで採用された側の転送休止時間でイン
ターバルが置かれます。分割サイズが同じ値の場合は，下位システムでの値が採用
され，転送休止時間も採用された側のインターバルになります。
注意事項
• 分割配布は，JP1/NETM/DM システムがバージョン 06-00 以降の場合に使用でき
ます。バージョン 06-00 より前のシステムが混在している場合，そのシステムへ
の配布は通常配布になります。
•「分割配布する」を選択した場合，マルチキャスト配布はできません。

2.3.4 リモートインストールを実行するときの注意事項
リモートインストールを実行するときの注意事項について説明します。

（1） 分割配布の注意事項
分割配布する場合の注意事項を次に示します。
上位システムが UNIX の場合
• 上位システムが UNIX 版の JP1/NETM/DM Manager の場合，分割サイズは上位
システムで指定された分割サイズになります。
• 上位システムが UNIX 版の JP1/NETM/DM SubManager の場合，UNIX 版の
JP1/NETM/DM SubManager 直下のシステムへは分割配布されません。
• 上位システムが UNIX 版の JP1/NETM/DM Manager で下位システムが Windows
の JP1/NETM/DM Client（中継システム）の構成のとき，JP1/NETM/DM Client
（中継システム）のシステム配下へ分割配布する場合，転送先システム側で設定し
た分割サイズおよび転送休止時間が有効になります。
複数の分割配布のジョブを同時に実行した場合
分割配布を指定した複数のジョブを同時に実行しても，転送元と転送先の区間では，
複数のジョブのパッケージが同時に転送されるわけではありません。ジョブは一つ
ずつシーケンシャルに実行されます。したがって，転送中以外のジョブは，パッ
ケージのダウンロード待ち状態（ジョブの実行状態 20%）になります。
あて先の指定方法の注意事項
• 中継マネージャに分割配布を指定した「パッケージのインストール」ジョブを実
行する場合，システム構成上の中継マネージャまたは中継システムをあて先とし
て指定しないでください。必ず，システム構成上の中継マネージャまたは中継シ
ステム配下のクライアントをあて先として指定してください。システム構成上の
中継マネージャまたは中継システムをあて先として指定した場合，分割配布が最
後まで完了しないことがあります。
• ID ジョブで運用する場合，中継マネージャ自身の ID の登録先は，必ず自ホスト
に設定してください。
• 中継マネージャまたは中継システムあての「パッケージのインストール」ジョブ
は，中継マネージャまたは中継システム上のクライアントをあて先として指定す
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る必要があります。この場合，中継マネージャまたは中継システムとそれぞれの
システム上のクライアント間では，分割配布は実行されません。
• 分割配布を指定した複数のジョブを同時に実行した場合，通常は転送元と転送先
の拠点ごとにシーケンシャルに実行されます。しかし，ジョブ登録時に手入力で
あて先を指定したジョブと，システム構成，あて先情報からあて先を指定した
ジョブが混在した場合，複数のジョブが並行してパッケージ転送されてしまうこ
とがあります。
パッケージのインストールの順序性が保証されなくなる条件
「パッケージのインストール」ジョブに複数のパッケージを指定した場合，ジョブに
指定したパッケージのキャビネット識別 ID，パッケージ識別 ID，バージョン，お
よび世代番号の順番で配布先システムにインストールされます。しかし，分割配布
を指定したジョブの時，次の条件では順序が保たれなくなる場合があるので，注意
してください。
• あて先の途中にある中継マネージャに配布するパッケージが保管済みの場合
• ジョブの実行中に分割配布を指定したジョブを強制完了させた場合
分割配布のダウンロード表示
分割配布のサイズが小さいとクライアントのダウンロードダイアログ表示が 0% と
なることがあります。また，分割配布のジョブを連続して実行した場合，分割配布
待ちのジョブについてはクライアント上のダウンロードダイアログで表示が 0% で
表示されることがあります。
強制的にジョブ登録時に指定した分割配布の設定を有効にする方法
中継マネージャ，中継システム，クライアントのセットアップでパッケージの分割
配布の設定をデフォルト値にすると，ジョブ登録時に指定した分割配布の設定で，
強制的に配布先システムまでパッケージを転送できます。セットアップでのデフォ
ルトを次に示します。
• 「分割配布する」のチェックボックスがオン
• 分割サイズ：2,097,151 キロバイト
• 転送休止時間：1 時間
パッケージの分割配布とクライアント制御の関連
パッケージの分割配布を指定し，さらにクライアント制御の指定をした「パッケー
ジのインストール」ジョブを実行した場合，次のような動作になります。
「クライアントを起動させる」および「ジョブ実行後クライアントをシャットダウン
させる」を指定した場合
1. クライアントの電源がオンになる。
2. 一つ目の分割されたパッケージが転送される。
3. クライアントの電源がオフになる。
4. 1. の動作から繰り返す。
「クライアントを起動させる」を指定した場合
1. クライアントの電源がオンになる。
2. 一つ目の分割されたパッケージが転送される。
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3. パッケージの転送が続行され，クライアント電源はオンのままになる。
JP1/NETM/DM Client（中継システム）での注意事項
ジョブ作成時に指定する分割サイズおよび転送休止時間は，下位システムのセット
アップで指定された値と比較され，小さい値で分割配布が実行されます。ただし，
ジョブ実行状況の詳細表示で表示される分割サイズおよび転送休止時間が参照する
タイミングによっては，ジョブ作成時の設定値で表示されてしまうことがあります
が，動作上の問題はありません。

（2） ジョブの中断，再開時の注意事項
ジョブの中断，再開時の注意事項を次に示します。
● リモートインストールマネージャの［中断させる］または［再開させる］メニューが
活性化しているかどうかは，リモートインストールマネージャ起動時，およびメ
ニューの実行時に決定されます。
例えば，中断状態でない中継マネージャでリモートインストールマネージャを起動し
た場合，
［中断させる］は活性，
［再開させる］は非活性となっています。しかし，こ
のままリモートインストールマネージャを使用している間に，上位システムからの指
示で中断状態になっても，これらのメニューの表示は更新されません。リモートイン
ストールマネージャを再起動するか，または［中断させる］を選択すると更新されま
す。
● 中継システムのセットアップの［中継システムカスタマイズオプション］パネル，お
よびサーバ（中継マネージャ）のセットアップの［サーバカスタマイズオプション］
パネルで，デフォルトの接続先として設定した上位システム以外から「ファイル転送
の中断」および「ファイル転送の再開」ジョブを受け付けるよう設定できます。しか
し，中断を指示した上位システムとは別の上位システムからファイル転送を再開させ
ると，中断を指示した上位システムのリモートインストールマネージャでは，ファイ
ル転送を再開した下位システムの属性「ファイル転送中断」が「中断状態」と表示さ
れたままになります。

（3） 中断中のジョブ配布時の注意事項
ジョブの中断機能を使用しない環境では，
「中断中でも配布する」を選択したジョブを実
行しても効果がありません。
「中断中でも配布する」を選択したジョブも，「中断中でも
配布する」を選択しないジョブと同じように動作するため，配布される順序は変わりま
せん。

（4） UNIX 版へのジョブ配布時の注意事項
UNIX の中継システムまたはクライアントにジョブを配布するときの注意事項を次に示
します。
次の場合，後処理プログラムが実行されます。
• Windows 版のパッケージャまたは dcmpack コマンドで，インストール日時および後
処理プログラムを指定して作成したパッケージに対して，リモートインストールマ
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ネージャで後処理プログラムの指定を解除した場合
• UNIX クライアントで，ゼネレータの種別に「NETM_DM_GF」を指定し，後処理プ
ログラムを指定して作成したパッケージに対して，リモートインストールマネージャ
で後処理プログラムの指定を解除した場合
次の場合，後処理プログラムが実行されません。
• UNIX クライアントで，ゼネレータの種別に「NETM_DM_GF」を指定し，インス
トール日時および後処理プログラムを指定しないで作成したパッケージに対して，リ
モートインストールマネージャで後処理プログラムを指定した場合
次の場合，ジョブがエラーとなります。
• UNIX クライアントで，ゼネレータの種別に「NETM_DM_GF」を指定し，インス
トール日時を指定して作成したパッケージに対して，リモートインストールマネー
ジャでインストール日時の指定を解除した場合
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2.4 キャビネットとパッケージの管理
ここでは，キャビネットとパッケージを管理する方法について説明します。

2.4.1 キャビネットの作成
キャビネットは 1,296 個まで作成できます。リモートインストールマネージャでのキャ
ビネットの作成方法を次に示します。
1. ［パッケージ］ウィンドウで，［ファイル］−［キャビネットの新規作成］を選択す
る。
［キャビネットの作成］ダイアログボックスが表示されます。各項目は，必ず設定し
てください。
図 2-53 ［キャビネットの作成］ダイアログボックス

キャビネット名（必ず設定）
キャビネットごとにユニークな名称を，32 文字以内で設定します。「¥」
「/」
「*」
「"」
「:」「;」およびスペースは使用できません。
キャビネット識別 ID（必ず設定）
キャビネットごとにユニークな ID を，2 文字の半角英数字（英字は大文字だけ）
で設定します。
キャビネット種別（必ず設定）
格納するパッケージの作成元が，Windows のクライアントか，UNIX のクライ
アントかによって，「PC 用」または「WS 用」を選択します。
2. 項目を設定して［終了］ボタンをクリックする。
設定を保存して［キャビネットの作成］ダイアログボックスが閉じます。
このとき［追加］ボタンをクリックすると，続けてキャビネットを作成できます。
なお，キャビネットは，パッケージャからパッケージングするときに作成することもで
きます。パッケージャからパッケージングしたときに，誤って，異なるキャビネット識
別 ID に同じキャビネット名を付けてしまった場合，キャビネット内に不正なパッケージ
が表示されることがあります。このような場合は，重複しているキャビネット名のどち
らか一方を，［ファイル］−［名前の変更］で変更してください。
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2.4.2

キャビネットとパッケージの確認

キャビネットおよびパッケージの情報を，［パッケージ］ウィンドウの右側の枠で確認し
ます。右側の枠には 3 種類のタブがあり，これを選択することで，次のような情報を表
示できます。
一覧
左側の枠で選択した項目の一つ下位の情報（キャビネットまたはパッケージ）を一
覧表示します。
属性情報
キャビネット名称，パッケージ名称，パッケージング時に指定した条件など，キャ
ビネットおよびパッケージの属性情報が表示されます。
図 2-54 ［パッケージ］ウィンドウ（属性情報）
（1/2）
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図 2-55 ［パッケージ］ウィンドウ（属性情報）
（2/2）

パッケージ内容
パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」の場合に，パッケージに含まれて
いるファイルの名称，サイズ，および最終更新日時を確認できます。圧縮された
パッケージは，解凍後に，その情報が表示されます。
図 2-56 ［パッケージ］ウィンドウ（パッケージ内容）

なお，次の情報は表示されません。
• 暗号化されたパッケージの内容
• 削除中のパッケージの内容
また，パッケージ内容を CSV 出力している最中に，パッケージ内容の最新情報表示
を実行した場合，表示に失敗することがあります。
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JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでは，パッケージのさらに
詳細な属性情報を確認できます。属性の詳細の確認方法を次に示します。なお，複数の
パッケージの詳細は一度に確認できません。
1. ［パッケージ］ウィンドウの左側の枠で内容を確認したいパッケージを右クリックし，
［プロパティ］メニューを選択する。
［XXXXX のプロパティ］ダイアログボックス（XXXXX はパッケージ名）が表示され
ます。
2. ［XXXXX のプロパティ］ダイアログボックスの［詳細］ボタンをクリックする。
［属性の詳細］ダイアログボックスが表示され，パッケージング時の指定内容を確認
できます。［属性の詳細］ダイアログボックスは，インストールスクリプトを使用し
ているかどうかで表示される項目が異なります。表示される項目については，「2.1.4
保管したパッケージの確認」を参照してください。
なお，次に示すパッケージは，属性の詳細を表示できません。
• パッケージング中のパッケージ
• プロパティ表示中に削除されたパッケージ
• データベースやネットワークなどの障害が理由で，インストールスクリプトを取得で
きないパッケージ
なお，パッケージの名称の変更や，コピー・移動はできません。もう一度パッケージャ
からパッケージングし，不要となったパッケージを削除してください。

2.4.3

キャビネット名の変更

一度設定したキャビネットの名称を変更する手順を次に示します。
1. ［パッケージ］ウィンドウで，名称を変更するキャビネットを選択し，
［ファイル］−
［名前の変更］を選択する。
［キャビネットの名前の変更］ダイアログボックスが表示されます。
図 2-57 ［キャビネットの名前の変更］ダイアログボックス

2. 新しい名称を入力し，［OK］ボタンをクリックする。
キャビネット名が変更されます。

2.4.4

キャビネットおよびパッケージの削除

キャビネットまたはパッケージを削除する方法を次に示します。一度削除したキャビ
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ネットまたはパッケージを元に戻すことはできませんので注意してください。
1. ［パッケージ］ウィンドウで，削除するキャビネットまたはパッケージを選択し，［編
集］−［削除］を選択する。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
2. ［OK］ボタンをクリックする。
削除を再確認するダイアログボックスが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
選択したキャビネットまたはパッケージが削除されます。
なお，パッケージング中のパッケージを誤って削除した場合，パッケージングが終了す
るまでパッケージの「削除」は待ち状態となり，リモートインストールマネージャは
「応答なし」状態になります。この場合，リモートインストールマネージャを終了してく
ださい。

2.4.5 中継システム上のパッケージの削除
配布管理システムのリモートインストールマネージャから「中継システムのパッケージ
削除」機能を使用して，各パッケージファイルごとのサイズを確認しながら選択して削
除できます。手順を次に示します。ただし，
「配布管理機能」を使用していない UNIX の
中継システムにはこの機能を使用できません。
1. ［システム構成］または［パッケージ］ウィンドウをアクティブにし，［編集］メ
ニューから［中継システムのパッケージ削除］を選択する。
［中継システムのパッケージ削除］ダイアログボックスが表示されます。
2. 接続中継名称を設定して，
［接続］ボタンをクリックする。
中継システムパッケージ一覧が表示されます。
3. 削除するパッケージを選択する。
選択したパッケージが，反転表示され，パッケージ情報（バージョン，パッケージ識
別 ID，世代番号，容量，満了日付）が表示されます。
4. ［削除］ボタンをクリックする。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
5. ［OK］ボタンをクリックする。
パッケージが削除されます。
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2.5 リモートインストールの運用例
ここでは，さまざまな目的に応じたリモートインストールの運用例について紹介します。
表 2-2 リモートインストールの運用例
項
番

運用例

1

ハードディスクの空き容量などをチェックしてインストールする

2

クライアントにインストールされているソフトウェアをチェックしてインストールする

3

ユーザ固有の条件でインストールの適否をチェックする

4

インストール後にセットアッププログラムを自動実行させる

5

決められた時刻にインストールする

6

配布日時を 2 段階に分けて設定する

7

リモートインストールの失敗による旧バージョンの破壊を防ぐ

8

任意の条件で抽出したクライアントにインストールする

9

障害が発生した中継システムを回避してリモートインストールする

10

ジョブのパケットの送信量を削減してインストールする（マルチキャスト配布）

11

パッケージを分割して配布する（分割配布）

12

起動していないクライアントに対してインストールを実行する

13

ダイヤルアップ IP 接続のクライアントにリモートインストールする

14

実行中のジョブを中断，再開する

15

中断中にジョブを配布する

16

Windows Installer 対応ソフトウェアのサイレントインストール

2.5.1

ハードディスクの空き容量などをチェックしてインス
トールする

リモートインストールの条件として，ハードディスクの空き容量や，実装メモリの状態
を設定できます。
特に設定をしなくても，リモートインストールの処理中にハードディスクの容量が不足
すると，その情報がクライアントからサーバに通知され，インストール時に使用した
ワークファイルなどがすべて削除されます。しかし，この場合の空き容量チェックでは
余裕値を設けていないため，インストールしたあとに必ず空きができるとは限りません。
必要に応じて，インストール処理後に 10 〜 20 メガバイト以上の空きが必要であるなど
の条件を設定してください。
また，実装メモリの条件を設定すれば，インストールしても動作させられないといった
失敗を防げます。
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このような条件をシステム条件と呼びます。システム条件は，パッケージャの［JP1/
NETM/DM パッケージング］ダイアログボックス，またはリモートインストールマネー
ジャの［インストール条件の変更］ダイアログボックスの，
［システム条件］パネルで設
定します。
ハードディスクの空き容量をチェックしてインストールする例を次の図に示します。
図 2-58

ハードディスクの空き容量をチェックしてインストールする例

なお，［システム条件］パネルで設定する方法のほかに，集計機能を利用してクライアン
トを抽出し，インストールする方法もあります。集計機能を利用してあて先を抽出する
方法については，
「2.5.8 任意の条件で抽出したクライアントにインストールする」を参
照してください。

2.5.2 クライアントにインストールされているソフトウェア
をチェックしてインストールする
流通ソフトウェアの中には，特定のソフトウェアの，特定のバージョンを前提として動
作するというものがあります。このような場合に，特定のソフトウェアがインストール
されているかどうかを，バージョンを指定してチェックできます。逆に，特定のソフト
ウェアがクライアントにない場合だけリモートインストールする，といった条件も設定
できます。
このような条件をソフトウェア条件と呼びます。ソフトウェア条件は，パッケージャの
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［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックス，またはリモートインストール
マネージャの［インストール条件の変更］ダイアログボックスの，［ソフトウェア条件］
パネルで設定します。
クライアントにインストールされているソフトウェアをチェックしてインストールする
例を次の図に示します。
図 2-59

クライアントにインストールされているソフトウェアをチェックしてインス
トールする例

なお，［ソフトウェア条件］パネルで設定する方法のほかに，集計機能を利用してクライ
アントを抽出し，インストールする方法もあります。集計機能を利用してあて先を抽出
する方法については，「2.5.8 任意の条件で抽出したクライアントにインストールする」
を参照してください。

2.5.3

ユーザ固有の条件でインストールの適否をチェックす
る

JP1/NETM/DM では，ハードディスクの容量（システム条件）や，特定のソフトウェア
のインストール状態（ソフトウェア条件）など，さまざまな条件を設定してリモートイ
ンストールの適否をチェックできます。通常の運用では，JP1/NETM/DM 標準の機能を
使用したチェックで十分ですが，ユーザプログラムのインストールでは，ユーザ固有の
チェックが必要になる場合があります。例えば，各クライアントに業務端末の識別 ID を
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設定しておいて，識別 ID が条件に合うクライアントに対してだけリモートインストール
を実行するような運用が考えられます。
このような場合に備え，JP1/NETM/DM では，インストールの直前に外部プログラムを
起動させる機能を提供しています。ユーザ固有のインストール条件に合っているかどう
かを調べる外部プログラムを，インストール直前に起動させることで，上記のような例
外的な運用に対応できます。
インストールの直前に起動させる外部プログラムは，パッケージャの［JP1/NETM/DM
パッケージング］ダイアログボックス，またはリモートインストールマネージャの［イ
ンストール条件の変更］ダイアログボックスの，
［外部プログラム］パネルで指定しま
す。
ユーザ固有の条件でインストールの適否をチェックする例を次の図に示します。
図 2-60

ユーザ固有の条件でインストールの適否をチェックする例

2.5.4 インストール後にセットアッププログラムを自動実行
させる
ユーザプログラムをリモートインストールする場合，基本的にはファイルのコピーだけ
でインストールが完了します。しかし，例外的に，ファイルのコピーだけでは動作しな
いプログラムもあります。例えば，実行環境でコンパイルする必要のある（実行環境に
あるライブラリと結合しなければならない）プログラムをリモートインストールする場
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合，転送するファイルはプログラムのソースまたはオブジェクトになります。
このような場合に備え，JP1/NETM/DM では，インストール直後に外部プログラムを起
動させる機能を提供しています。インストール直後に起動させる外部プログラムとして，
コンパイルのためのコマンド（例えば，Microsoft 社の Visual C++ を使用しているので
あれば，NMAKE.EXE コマンド）を指定することで，上記のような例外的な運用に対応
できます。
インストール直後に起動させる外部プログラムは，パッケージャの［JP1/NETM/DM
パッケージング］ダイアログボックス，またはリモートインストールマネージャの［イ
ンストール条件の変更］ダイアログボックスの，［外部プログラム］パネルで指定しま
す。

2.5.5

決められた時刻にインストールする

リモートインストールではネットワーク経由で各クライアントシステムへソフトウェア
を転送してインストールするため，ネットワークの混雑状況などによって，各クライア
ントシステムでのインストール時刻がばらつくことがあります。
JP1/NETM/DM では，あらかじめインストール日時を指定しておくことで，パッケージ
をいったんクライアントシステムに転送しておき，指定した時刻に一斉にインストール
させることができます。
インストール日時は，パッケージャの［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログ
ボックス，またはリモートインストールマネージャの［インストール条件の変更］ダイ
アログボックスの，［スケジュール］パネルで指定します。
決められた時刻にインストールさせる例を次の図に示します。
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決められた時刻にインストールする例

2.5.6 配布日時を 2 段階に分けて設定する
配布管理システム−中継システム間，中継システム−クライアント間の，それぞれの
ネットワークの混雑する時間帯を避けてパッケージを転送しようとすると，パッケージ
の転送日時を別々に設定した方が効率良く転送できる場合があります。このような場合
は，いったん「中継システムまでのパッケージ転送」ジョブで中継システムまでパッ
ケージを転送しておき，その後「パッケージのインストール」ジョブを実行してくださ
い。1 度目のジョブの実行日時が配布管理システム−中継システム間，2 度目のジョブの
実行日時が中継システム−クライアント間のパッケージの転送日時になります。
ジョブの実行日時は，ジョブ作成時の［ジョブの作成］ダイアログボックスの［スケ
ジュール］パネルで指定します。
配布日時を 2 段階に分けて設定する例を次の図に示します。
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図 2-62

配布日時を 2 段階に分けて設定する例

さらに，パッケージごとのインストール日時も設定できるので，これを併せると 3 段階
の日時指定ができます。

2.5.7

リモートインストールの失敗による旧バージョンの破
壊を防ぐ

リモートインストールでソフトウェアをバージョンアップする場合，リモートインス
トールに失敗すると，旧バージョンのソフトウェアを破壊することがあります。旧バー
ジョンが破壊されると，再度リモートインストールするまで一時的にそのソフトウェア
が利用できなくなります。
これを防ぐために，JP1/NETM/DM では，パッケージのバックアップ・リストア機能を
提供しています。バックアップ・リストア機能を使用すると，リモートインストール実
行時に，クライアントが旧バージョンのバックアップを取得します。そして，リモート
インストールに失敗した場合に，このバックアップから旧バージョンを回復します。こ
の機能は，パッケージ種別が「ユーザプログラム，データ」のときだけ使用できます。
バックアップ・リストア機能は，パッケージャの［JP1/NETM/DM パッケージング］ダ
イアログボックス，またはリモートインストールマネージャの［インストール条件の変
更］ダイアログボックスの，［オプション］パネルで指定します。
リモートインストールの失敗による旧バージョンの破壊を防ぐ例を次の図に示します。
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ソフトウェアをリモートインストールする

リモートインストールの失敗による旧バージョンの破壊を防ぐ例

2.5.8 任意の条件で抽出したクライアントにインストールす
る
特定の条件を満たすクライアントだけにリモートインストールしたい場合，
［システム条
件］パネルや［ソフトウェア条件］パネルで条件を設定する方法のほかに，集計機能を
利用してクライアントを抽出し，インストールする方法もあります。条件に合致するク
ライアントの数が少ない場合，あらかじめクライアントの数を絞り込んでジョブを実行
できるため，ファイルの転送量を抑えられます。例えば，Microsoft Word 2000 を使用し
ているクライアントを抽出して Microsoft Word 2003 をリモートインストールする，OS
のバージョンごとにクライアントを抽出し，Windows 2000 クライアントシステムにだ
けリモートインストールする，などの利用方法があります。
クライアントを抽出するには，まず「システム情報の取得」ジョブおよび「ソフトウェ
ア情報の取得」ジョブで，クライアントのインベントリ情報を取得します。その後，イ
ンベントリビューアで必要な情報を集計し，
［実行］メニューから［集計結果からあて先
グループを作成］を選択します。抽出されたクライアントがグループ化され，
［あて先］
ウィンドウに追加されます。
インベントリ情報の集計，および集計結果を利用したあて先グループの作成については，
マニュアル「導入・設計ガイド」の「2.3 インベントリ情報の管理」を参照してくださ
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い。

2.5.9

障害が発生した中継システムを回避してリモートイン
ストールする

中継システムに障害が発生した場合，この中継システムに接続しているクライアントへ，
別の中継システムを経由してリモートインストールできます。
経路を変更してリモートインストールするには，［ジョブの作成］ダイアログボックス
で，変更後の経路を指定したジョブを作成します。［あて先］パネルで［経路変更］ボタ
ンをクリックし，［ジョブあて先経路変更］ダイアログボックスで変更後の経路を指定し
てください。
障害が発生した中継システムを回避してリモートインストールする例を次の図に示しま
す。
図 2-64

2.5.10

障害が発生した中継システムを回避してリモートインストールする例

ジョブのパケットの送信量を削減してインストール
する（マルチキャスト配布）

「パッケージのインストール」ジョブで大容量のパッケージを多数のクライアントにイン
ストールさせたい場合，ジョブをマルチキャスト配布するとパケットの送信量を削減で
きます。
通常のジョブの配布（ユニキャスト配布）では，クライアントの数が増加すると，上位
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システムから送信するパケット数も増加します。しかし，ジョブをマルチキャスト配布
すると，クライアントの接続先の上位システムからは 1 ジョブ分のパケットを送信する
だけで，指定した多数のクライアントへジョブを配布できます。パケットの送信量が削
減されるため，ネットワークの負荷を軽減できます。また，ジョブの配布時間も短縮で
きます。
マルチキャスト配布では，上位システムはマルチキャストグループと呼ばれる概念上の
グループにパケットを送信します。パケットは，そのグループに所属する各クライアン
トに配信されます。マルチキャストグループは，マルチキャストアドレスというグルー
プ固有の IP アドレスを持っています。上位システムと，マルチキャストグループに参加
する各クライアントには，セットアップで同一のマルチキャストアドレスを設定してお
きます。
マルチキャスト配布とユニキャスト配布の違いを次の図に示します。
図 2-65

マルチキャスト配布とユニキャスト配布の違い
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ジョブのあて先が少ない場合や，パッケージの容量が小さい場合は，マルチキャスト配
布するとかえって効率が悪くなります。その場合は，ジョブをユニキャスト配布してく
ださい。
マルチキャスト配布を実行するには，ジョブ作成時に，［ジョブの作成］ダイアログボッ
クスの［ジョブの配布属性］パネルで，配布の方式を設定します。マルチキャスト配布
をするためのシステム構成と設定については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「6.2
マルチキャスト配布をするための設定」を参照してください。

2.5.11 パッケージを分割して配布する（分割配布）
大容量のパッケージを分割して配布することで，ネットワークの負荷分散を図る運用で
す。また，分割したパッケージの転送と転送との間にインターバル（転送休止時間）を
設定できるので，ネットワークの負荷をさらに軽減できます。パッケージを分割して配
布するには，ジョブの作成時に［ジョブの配布属性］パネルの「分割配布する」を
チェックしてください。
パッケージを転送する途中に中継するシステム（中継マネージャまたは中継システム）
がある場合，パッケージを分割するサイズや転送休止時間は変化します。次のような条
件に従って，分割サイズと転送休止時間は変化します。
● 転送元で指定した分割サイズと転送先のシステムのセットアップで指定した転送サイ
ズを比較して，小さい側の転送サイズが有効になる。
● 転送元で指定した分割サイズと転送先のシステムのセットアップで指定した分割サイ
ズが同じ場合，転送先のシステムで指定した転送休止時間が有効になる。
パッケージを分割して配布する例を次の図に示します。
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図 2-66

ソフトウェアをリモートインストールする

パッケージを分割して配布する例

なお，パッケージが配布される途中に中継するシステムがある場合は，中継するシステ
ムではクライアントを常に起動しておく必要があります。
分割配布を途中でやめ，未転送のパッケージを一括して転送し，通常配布で配布を完了
させることもできます。これを分割配布の強制完了と呼びます。強制完了になったジョ
ブは，システム直下のシステムから配布先システムに転送されるまで，分割しないで
パッケージを一括して転送（通常配布）します。ただし，分割配布の強制完了は，強制
完了を実行したシステム直下のすべてのシステムに対し，分割配布中の場合にだけ有効
になります。また，中断中および再開中のジョブは強制完了できません。
分割配布の強制完了は，リモートインストールマネージャの［ジョブ実行状況］ウィン
ドウで，分割配布のジョブを選択状態にして［実行］メニューから［分割配布の強制完
了］を実行してください。
なお，強制完了を実行したシステム直下の中継するシステムに対してだけ分割配布を強
制完了し，その中継するシステム下の配布先システムへの分割配布は実行させたい場合，
同じパッケージを「中継システムまでのパッケージ転送」ジョブで実行してください。
中継するシステムまでの分割配布については，強制完了を実行したこと（通常配布）に
なり，中継するシステム下の配布先システムへは分割配布になります。
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2.5.12

起動していないクライアントに対してインストール
を実行する

深夜や休日にパッケージを配布したい場合，あて先のクライアントが起動していないと，
リモートインストールが失敗したり，ジョブが実行されなかったりします。JP1/NETM/
DM では，あて先のクライアントが起動していない場合は，クライアント制御を使って
クライアントを起動してからジョブを実行できます。起動したクライアントをシャット
ダウンする設定もできます。
クライアント制御を使ってあて先のクライアントを起動するには，ジョブ作成時に
［ジョブの作成］ダイアログボックスの［クライアント制御］パネルで指定します。
起動していないクライアントに対してインストールを実行する例を次の図に示します。
図 2-67

起動していないクライアントに対してインストールを実行する例

［ジョブの作成］ダイアログボックスの［クライアント制御］パネルの設定については，
「8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定」を参照してください。

2.5.13

ダイヤルアップ IP 接続のクライアントにリモートイ
ンストールする

大規模なシステムでも，遠隔地の営業店や出張所などはクライアントの数が少なく，
LAN を構成するにはコストが掛かり過ぎる場合があります。このような場合は，ISDN
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などを使用したダイヤルアップ IP 接続などで，本社のネットワークへ直接，接続するの
が一般的です。しかし，ダイヤルアップ IP 接続の場合，一般にクライアントから配布管
理システムへ接続するときに回線を接続するので，配布管理システムがクライアントに
ジョブを実行させようとしても，クライアントの回線が接続されていないということが
起こります。
そこで，ダイヤルアップ IP で接続するホストに対しては，「クライアントユーザによる
インストール」ジョブを使用します。このジョブは，クライアントの「パッケージセッ
トアップマネージャ」を起動したときに実行されるので，クライアントのユーザが任意
のタイミングでダイヤルアップ IP 接続してインストールできます。
「クライアントユーザによるインストール」ジョブ以外のジョブが，ダイヤルアップ IP
接続されたクライアントに対して実行されたときは，
「クライアントユーザによるインス
トール」ジョブのように選択して実行することはできませんが，ユーザが実行するタイ
ミングを指定できます。
また，ダイヤルアップ IP 接続の場合，JP1/NETM/DM が自動的にダイヤリングして接
続することもできます。ダイヤルアップ接続については，マニュアル「導入・設計ガイ
ド」の「6.6 ダイヤルアップ接続の設定」を参照してください。

2.5.14

実行中のジョブを中断，再開する

ネットワークの空いている時間帯にパッケージの配布を完了させたくても，その時間内
に配布が完了しないことがあります。このような場合に，実行中のジョブを中断させる
ことで，ジョブを実行する時間帯を制限できます。中断したジョブは，あとでその続き
から再開できます。
ジョブを中断または再開するには，次の三つの方法があります。
● 配布管理システムから，中継するシステムに中断または再開を指示する
配布管理システムで「ファイル転送の中断」および「ファイル転送の再開」ジョブを
実行することで，中継するシステムに対してジョブの中断および再開を指示します。
これらのジョブのスケジュールをあらかじめ指定しておくと，業務開始時間になった
らパッケージの配布を中断し，業務終了時間を過ぎたら再開する，といった運用がで
きます。
● 配布管理システム自身に対して中断または再開を指示する
リモートインストールマネージャの［実行］メニューにある［ファイル転送の中断 /
再開］から，
［中断させる］または［再開させる］を選択することで，リモートインス
トールマネージャが接続している配布管理システム自身に対して中断または再開を指
示します。
● 配布管理システムで dcmsusp コマンドを実行する
dcmsusp コマンドを利用して中断と再開を自動実行できます。中断指示の対象には，
中継するシステムと自システムの両方を指定できます。
これらの三つの方法は併用できます。例えば，中継マネージャに対して「ファイル転送
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の中断」ジョブを実行し中断状態にしたあと，その中継マネージャのリモートインス
トールマネージャで［再開させる］を選択して，ファイル転送を再開できます。
中断と再開の適用範囲については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「6.1.7(6)(c)
ジョブの中断と再開の適用範囲」を参照してください。

（1） ジョブの中断，再開とほかの運用との関連
ジョブの中断，再開とほかの運用との関連を次に示します。
マルチキャスト配布との関連
マルチキャスト配布を指定したジョブは中断できません。中継システムを中断状態
にしても，そのまま実行されます。ただし，マルチキャスト配布を指定したジョブ
でも，すでに中断中の「パッケージのインストール」ジョブが一つ以上あるクライ
アントに対して実行した場合は中断されます。
分割配布との関連
分割配布を指定したジョブは通常のジョブと同様に中断できます。分割されたパッ
ケージの転送中に中断した場合，再開するとその続きからパッケージが転送されま
す。中断した時点でさらにパッケージが分割され，再開するまでの間が転送休止時
間になります。
クライアント制御との関連
クライアント制御を指定したジョブは通常のジョブと同様に中断できます。クライ
アント制御を指定したジョブを中断，再開した場合，次のような動作になります。
「クライアントを起動させる」および「ジョブ実行後クライアントをシャットダウン
させる」を指定した場合
1. クライアントの電源がオンになる。
2. ＜ジョブの中断指示＞
3. クライアントの電源がオフになる。
4. ＜ジョブの再開指示＞
5. クライアントの電源がオンになる。
6. ジョブが完了する。
7. クライアントの電源がオフになる。
「クライアントを起動させる」を指定した場合
1. クライアントの電源がオンになる。
2. ＜ジョブの中断指示＞
3. クライアントの電源はオンのままとなる。
4. ＜ジョブの再開指示＞
5. ジョブが完了する。
6. クライアントの電源はオンのままとなる。
「ジョブ実行後クライアントをシャットダウンさせる」を指定した場合
1. ジョブ実行中。
2. ＜ジョブの中断指示＞
3. クライアントの電源がオフになる。
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4. ＜ジョブの再開指示＞
5. クライアントの電源はオフのまま，ジョブは再開されない。

（2） ジョブの中断中に PC を経路変更した場合の動作
ジョブの中断中に PC を経路変更した場合の動作を次に示します。
● 中断状態の中継するシステムを経路変更した場合，中断状態は解除されないで，中断
中のジョブがそのまま残ります。ジョブの結果は変更前の経路で上位システムに通知
されます。
● 中断中のジョブがあるクライアントを経路変更した場合，すでにクライアントに転送
されたファイルを削除するかどうかは，クライアントのセットアップの［インストー
ルオプション］パネルにある「以前の接続先システムに対応するパッケージ情報を削
除する」チェックボックスの設定に従います。

2.5.15

中断中にジョブを配布する

あるパッケージを早急に配布したくても，すでにほかの配布ジョブが実行待ちだったり
実行中だったりすると，すぐには配布されません。このような場合，ほかのジョブを中
断中にし，早急に配布したいパッケージを優先して配布するジョブにすることで，ほか
のジョブより先にパッケージを配布できます。なお，中断中でない場合は，配布される
順序は通常のジョブと同じです。
ジョブを中断中でも配布するには，ジョブの作成時に［ジョブの配布属性］パネルで
「中断中でも配布する」を選択します。「中断中でも配布する」を選択したジョブは，選
択しなかったジョブとは別の色のアイコンでリモートインストールマネージャに表示さ
れます。また，コマンドを利用して中断中でも配布するジョブを自動で実行したい場合
は，次の二つの方法があります。
● パラメタファイルまたはコマンドの引数で，中断中でも配布するよう指定して
dcminst コマンドを実行する。
● あらかじめリモートインストールマネージャで「中断中でも配布する」を選択した
ジョブを作成，保存しておき，dcmjexe コマンドでそのジョブを実行する。
中断中のジョブ配布とほかの運用との関連を次に示します。
マルチキャスト配布との関連
マルチキャスト配布を指定したジョブは中断できません。そのため，中断中でも配
布するかどうかの選択は，マルチキャスト配布を指定したジョブでは効果がありま
せん。
分割配布との関連
分割配布を指定したジョブは，中断中でも配布する指定はできません。
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2.5.16

Windows Installer 対応ソフトウェアのサイレントイ
ンストール

Windows Installer を使う他社ソフトウェアをリモートインストールする場合は，インス
トーラの画面を表示させないサイレントインストールができます。
Windows Installer に対応したソフトウェアのサイレントインストールは，AIT ファイル
を使って行います。JP1/NETM/DM には，Windows Installer 対応ソフトウェア用の
AIT ファイルを作るためのサンプルテンプレートがあります。必要に応じてサンプルテ
ンプレートを修正して，使用してください。
この機能を使う場合は，パッケージャおよびクライアントの PC に Windows Installer
2.0 が必要です。Windows Installer 2.0 は，Windows Server 2003，Windows XP，およ
び Windows 2000（Service Pack 3 以降）には標準でインストールされています。それ以
外の OS の場合は，Microsoft 社のホームページで Windows Installer 2.0 を入手し，イ
ンストールしてください。なお，JP1/NETM/DM は，Windows Installer 2.0 のモジュー
ルを配布するための AIT ファイルを提供しています。この AIT ファイルを使うことで，
クライアントへの Windows Installer 2.0 モジュールの配布が容易になります。
Windows Installer パッケージのリモートインストールの詳細については，マニュアル
「Automatic Installation Tool ガイド」を参照してください。

128

3

インベントリ情報を取得す
る
JP1/NETM/DM では，クライアントでのソフトウェアやハー
ドウェアの使用状況などのインベントリ情報を収集し，クライ
アントの管理に役立てることができます。
この章では，クライアントのインベントリ情報を取得する方法
について説明します。

3.1 システム情報を取得する
3.2 ソフトウェア情報を取得する
3.3 ユーザインベントリ情報を取得する
3.4 ディレクトリ情報を取得する
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3.1 システム情報を取得する
システム情報を取得すると，各クライアントのハードウェアの使用状況を管理できます。
取得できるシステム情報の内容については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「2.2.1
システム情報の取得」を参照してください。
ここでは，システム情報の取得方法および確認方法について説明します。

3.1.1

システム情報の取得手順

システム情報を取得するには，リモートインストールマネージャから「システム情報の
取得」ジョブを実行します。ここでは，画面遷移を中心に，システム情報の取得手順を
説明します。
なお，レジストリ取得項目が配布されている場合は，システム情報とレジストリ情報を
一度に取得します。レジストリ取得項目の作成方法および配布方法については，「3.1.2
レジストリ情報の取得方法」を参照してください。
システム情報の取得手順を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
図 3-1 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックス

2. ジョブ種別に「システム情報の取得」を指定し，［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-2 ［ジョブの作成］ダイアログボックス

3. ［オプション］パネルで，システム情報およびレジストリ情報の取得方法を設定する。
図 3-3 ［オプション］パネル
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［オプション］パネルの設定方法については，
「3.1.3 ［オプション］パネルの設定」
を参照してください。
また，ダイアログボックス上に表示されるそのほかのパネルの種類および設定内容は
次のとおりです。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［ジョブ］パネルの設定方法については，「8.2.3 ［ジョ
ブ］パネルの設定」を参照してください。
［あて先］パネル
システム情報を取得するホストを設定します。必ず一つ以上設定してください。
［あて先］パネルの設定方法については，「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参
照してください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。
［スケジュール］
パネルの設定方法については，
「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定」を参照し
てください。
［クライアント制御］パネル
クライアント制御機能を使用するかどうかを設定できます。
［クライアント制御］
パネルの設定方法については，
「8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定」を参
照してください。
4. 設定が完了したら，［実行］ボタンをクリックする。
システム情報を取得するジョブが実行されます。
なお，ジョブ実行時にジョブを保存しておくと，ジョブが失敗した場合に再実行した
り，既存のジョブを編集してジョブを新規作成する手間を省いたりできます。［保存］
または［保存 & 実行］ボタンを使用していったんジョブを保存することをお勧めしま
す。
ジョブを保存するには，［ジョブ定義］ウィンドウに保存先のフォルダが必要です。
フォルダの作成方法については，「8.3.2

保存したジョブおよびフォルダの管理」を

参照してください。
5. ジョブの実行状況を確認する。
リモートインストールマネージャの［ファイル］メニューから，［新規作成］−
［ジョブ実行状況］を選択して，
［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示します。
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図 3-4 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

システム情報の取得に関するジョブは，ジョブ名の前に次のアイコンが表示されま
す。
•

：
「システム情報の取得」ジョブ

•

：
「レジストリ取得項目の転送」ジョブ

実行したジョブを選択すると，右枠に実行状況が表示されます。ジョブの実行状況の
確認方法については，
「8.4 ジョブの実行状況を確認する」を参照してください。
6. ジョブの実行が完了したら，取得したシステム情報を確認する。
取得したシステム情報は，リモートインストールマネージャから確認します。システ
ム情報の確認方法については，
「3.1.5 取得したシステム情報の確認」を参照してく
ださい。
取得したシステム情報は，インベントリビューアを使用して表示・集計できます。イン
ベントリビューアの操作については，
「4.

インベントリ情報を管理する」を参照してく

ださい。

3.1.2 レジストリ情報の取得方法
レジストリ情報を取得するときは，取得する情報をレジストリ取得項目に設定します。
レジストリ取得項目は，ジョブの実行前に作成し，クライアントに配布する必要があり
ます。

（1） レジストリ取得項目の作成方法
「システム情報の取得」ジョブを実行する前に，レジストリ取得項目を作成します。ま
た，［レジストリ取得項目作成］ダイアログボックスで，作成したレジストリ取得項目の
変更と削除ができます。
1. ［システム構成］，
［あて先］，
［パッケージ］，
［ジョブ定義］，
［ジョブ実行状況］，また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウで，
［オプション］−［レジストリ取得項目の編
集］を選択する。
［レジストリ取得項目作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［追加］ボタンをクリックする。
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［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
作成済みのレジストリ取得項目を変更または削除したい場合は，「レジストリ取得
フォーム一覧」で項目を選択して，［変更］または［削除］ボタンをクリックしてく
ださい。
3. 各項目を設定する。
図 3-5 ［項目設定］ダイアログボックス

項目名称
取得するレジストリ情報の項目名称を設定します。半角で 64 文字（全角で 32 文
字）までの項目名称を，最大 255 個設定できます。次に示す半角記号およびタブ
文字は使用できません。また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」「:」
「;」「,」「&」
レジストリパスと OS 種別が異なる場合は，同じレジストリ情報の項目名称を設
定できます。
なお，システム情報およびユーザインベントリ情報で使用している項目とは異な
る名称を設定してください。同じ名称を設定すると，インベントリビューアでの
表示や集計が正しく実行されないおそれがあります。
レジストリパス
取得するレジストリパスを設定します。
「ルートキー」，
「パス」，および「レジストリ名」の文字数の合計が，半角で 253
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文字（全角で 126 文字）まで設定できます。同じレジストリパスは設定できませ
ん。
「ルートキー」で取得するレジストリのルートキーを選択し，
「パス」に，取得す
るレジストリパスを設定します。ルートキー直下のレジストリを取得する場合
は，「パス」および「レジストリ名」は設定しません。
「パス」に「¥」は，続けて設定できません。「パス」の末尾の「¥」は，無視さ
れます。「レジストリ名」に，取得するレジストリ名を設定します。また，
（標
準）や名前のないレジストリには，「レジストリ名」を設定しないでください。
次に示す半角記号およびタブ文字は使用できません。
「;」「[」
「]」
OS 種別
レジストリ情報を取得する OS を選択します。このとき，一つの項目に複数の
OS を設定できます。「すべての OS」を選択すると，すべての OS のレジストリ
情報を取得します。
項目属性
対象となる項目が上位管理項目または共通管理項目の場合に活性化され，項目属
性を変更できます。
上位のマネージャが管理している項目を自システムでも管理したい場合は，「上
位から作成された項目を自身でも管理する」チェックボックスをオンにしてくだ
さい。上位管理項目が共通管理項目となります。逆に，共通管理項目を自システ
ムで管理する必要がなくなった場合は，チェックボックスをオフにしてくださ
い。その項目は上位管理項目となります。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
レジストリ取得項目が作成され，
「レジストリ取得項目の転送」ジョブを実行するか
どうかを選択するダイアログボックスが表示されます。
「はい」を選択すると，ジョ
ブを作成し，レジストリ取得項目を下位システムへ配布できます。
「いいえ」を選択
した場合は，
［あて先］，
［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウか
らジョブを作成し，配布できます。
● JP1/NETM/DM Manager に複数のリモートインストールマネージャを接続している場
合の注意事項
複数のリモートインストールマネージャから，同時にレジストリ取得項目を編集する
ことはできません。別のリモートインストールマネージャで編集しているときは，次
のメッセージが表示されます。
」（XXXXXX はホスト名 , または IP アドレス）
「XXXXXX で編集中です。
しばらく時間をおいて再実行してもこのメッセージが表示される場合，編集中のリ
モートインストールマネージャが異常終了しているおそれがあります。このような場
合は，メッセージ中に表示されているホスト名または IP アドレスで編集中の PC を特
定し，実際に編集中かどうかを確認してください。編集していないときは，その PC
で，
［レジストリ取得項目の編集］を実行して［レジストリ取得項目作成］ダイアログ
ボックスを表示したあと，終了させてください。
なお，メッセージ中のホスト名が「不明」と表示され，編集中の PC が特定できない
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場合，すべてのリモートインストールマネージャで編集中かどうかを確認し，編集し
ていないときは，JP1/NETM/DM Manager のサービス（Remote Install Server）を
再起動してください。

（2） レジストリ取得項目の配布
レジストリ取得項目を下位システムへ配布するには，次のダイアログボックス，または
ウィンドウから実行できます。
• レジストリ取得項目を作成したあとに表示されるダイアログボックス
•［あて先］，
［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウ
［あて先］
，［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウから実行する方法を
次に示します。
1. ［あて先］
，［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで［実行］−
［ジョブの実行］を選択する，または［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−
［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスでジョブ種別を指定し，
［OK］ボタン
をクリックする。
ジョブ種別は，「レジストリ取得項目の転送」を選択してください。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで，各パネルの項目を設定する。
ダイアログボックス上に表示されるパネルの種類および設定内容は次のとおりです。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［ジョブ］パネルの設定方法については，「8.2.3 ［ジョ
ブ］パネルの設定」を参照してください。
［あて先］パネル
レジストリ取得項目を転送するホストを設定します。必ず一つ以上設定してくだ
さい。
［あて先］パネルの設定方法については，「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」
を参照してください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。
［スケジュール］
パネルの設定方法については，
「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定」を参照し
てください。
4. ［実行］
，［保存］
，または［保存＆実行］ボタンをクリックして，ジョブを保存または
実行する。

（3） 配布管理システムを階層化したシステムでのレジストリ情報の取得
配布管理システムを階層化したシステムで，中継マネージャを経由してレジストリ取得
項目を配布するとき，レジストリ取得項目は，中継マネージャでマージされます。中継
マネージャは，マネージャから配布されたレジストリ取得項目と中継マネージャが管理
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するレジストリ取得項目をマージし，下位システムへ転送します。
中継マネージャの管理者は，マネージャのレジストリ取得項目を中継マネージャでも管
理する項目にしたり，マネージャだけが管理する項目にしたりできます。
（a） 中継マネージャでのレジストリ取得項目のマージ
中継マネージャは，マネージャから転送されたレジストリ取得項目をマージして，下位
システムへ転送します。中継マネージャで取得したい項目のレジストリパスがマネー
ジャで取得したい項目のレジストリパスと一致した場合，
「共通管理項目」として一つの
項目で管理します。また，マネージャだけが管理したい項目を「上位管理項目」
，中継マ
ネージャだけが管理したい項目を「自管理項目」として管理します。
「システム情報の取得」ジョブを実行すると，クライアントからすべての情報が通知され
ますが，マネージャへはマネージャで取得する項目だけが転送され，マネージャのリ
レーショナルデータベースに反映されます。マネージャは，マネージャが取得するレジ
ストリ項目だけを確認できます。中継マネージャでは，中継マネージャで取得する項目，
および共通管理項目が中継マネージャのデータベースに反映され，確認できます。
配布管理システムを階層化したシステムでのレジストリ情報の取得を次の図に示します。
図 3-6 配布管理システムを階層化したシステムでのレジストリ情報の取得

（b） 中継マネージャでの管理項目の変更
マージされたレジストリ取得項目は，
［レジストリ取得項目作成］ダイアログボックスで
確認したり，属性を変更したりできます。

137

3. インベントリ情報を取得する

図 3-7 ［レジストリ取得項目作成］ダイアログボックス

レジストリ取得項目の属性は，次のように表示されます。
上位管理項目
マネージャが取得する項目です。
自管理項目
中継マネージャが取得する項目です。
共通管理項目
マネージャと中継マネージャの両方で取得する項目です。
中継マネージャでは，上位管理項目を中継マネージャでも管理するようにしたり，管理
しないようにしたり，属性を変更できます。属性を変更する方法を次に示します。
1. ［レジストリ取得項目作成］ダイアログボックスで，属性を変更する項目を選択し
［変更］ボタンをクリックする。
［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「項目属性」の「上位から作成された項目を自身でも管理する」チェックボックスを
オンまたはオフにする。
「項目属性」は，チェックボックスをオンにすると「共通管理項目」になります。ま
た，チェックボックスをオフにすると「上位管理項目」になります。

3.1.3 ［オプション］パネルの設定
システム情報およびレジストリ情報について，「すべての情報を取得する」または「変更
部分の情報を取得する」を選択できます。ジョブ実行時のネットワークの転送量を削減
したい場合は，「変更部分の情報を取得する」を選択してください。
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図 3-8 ［オプション］パネル

すべての情報を取得する
ジョブ実行のタイミングが即時実行のときは，すべてのシステム情報またはレジス
トリ情報を取得します。ジョブ実行のタイミングが定期実行のときは，初回だけす
べてのシステム情報またはレジストリ情報を取得し，2 回目以降は変更部分だけの
システム情報またはレジストリ情報を取得します。
変更部分の情報を取得する
変更部分だけのシステム情報またはレジストリ情報を取得します。
なお，クライアントの OS が変わったときは，ここでの設定に関係なくすべてのレ
ジストリ情報を取得します。

3.1.4 システム情報を取得するときの注意事項
「システム情報の取得」ジョブ実行時の注意事項を次に示します。

（1） Windows NT のクライアントの場合
Windows NT のクライアントの場合，ネットワークドライブまたはアクセス権のないド
ライブに関するシステム情報の取得はできません。

（2） バージョンアップ時のレジストリ情報の取得
JP1/NETM/DM 06-00 より前のバージョンから JP1/NETM/DM 06-00 以降にバージョン
アップした場合，レジストリ情報が取得できなくなることがあります。レジストリ情報
の取得の前に，再度レジストリ取得項目を転送してください。
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（3）「変更部分の情報を取得する」を指定する場合
「変更部分の情報を取得する」を指定した「システム情報の取得」ジョブを実行して取得
したシステム情報を管理する場合，運用中にシステム構成を変更したり，ジョブを実行
する経路を変更したりすると，システム内のマネージャ，中継マネージャ，または中継
システムで取得するシステム情報に不整合が発生することがあります。
このことを回避するため，次の事項にご注意ください。
JP1/NETM/DM のバージョンについて
JP1/NETM/DM 06-71 以降の中継マネージャや中継システムで「変更部分の情報を
取得する」を指定して「システム情報の取得」ジョブを実行する場合，上位システ
ムも JP1/NETM/DM 06-71 以降に合わせる必要があります。
中継マネージャや中継システムは取得したシステム情報を上位システムに通知しま
すが，JP1/NETM/DM 06-53 以前の上位システムでは「変更部分の情報を取得する」
を指定した「システム情報の取得」ジョブに対応していないため，システム情報に
不整合が発生することがあります。
セットアップの設定について
システム構成の自動登録機能を使う環境では，各ホストのセットアップに次の設定
が必要です。
マネージャの場合
サーバのセットアップ項目の［システム構成関連］パネルの「システム構成情
報を自動反映する」チェックボックスをオンにしてください。
中継マネージャの場合
• サーバのセットアップ項目
［システム構成関連］パネルの「システム構成情報を自動反映する」チェック
ボックスをオンにしてください。
• 中継マネージャのセットアップ項目
詳細設定の［通信関連］パネルの「インベントリ情報も通知する」チェック
ボックスをオンにしてください。
中継システムの場合
• 中継システムのセットアップ項目で基本設定の［システム構成関連］パネル
の「システム構成情報を自動反映する」チェックボックスをオンにしてくだ
さい。
• 中継システムのセットアップ項目で詳細設定の［通信関連］パネルの「イン
ベントリ情報も通知する」チェックボックスをオンにしてください。
クライアントの場合
クライアントのセットアップ項目の［接続先］パネルの「インベントリ情報も
通知する」チェックボックスをオンにしてください。
システム構成の変更時
次の操作によってシステム構成を変更した場合，
「すべての情報を取得する」を指定
して「システム情報の取得」ジョブを実行し，追加または変更したあて先からシス
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テム情報を取得してください。
•「システム構成情報の取得」ジョブを実行した場合
• リモートインストールマネージャ上で，あて先を追加または経路を変更した場合
「システム情報の取得」ジョブ実行時
• 中継システムの障害などによって，一時的にシステム構成とは異なる経路でシス
テム情報を取得した場合，システム復旧後に「すべての情報を取得する」を指定
して「システム情報の取得」ジョブを実行してください。
• 中継マネージャまたは中継システムがインストールされている PC のシステム情
報を取得する場合，
「システム情報の取得」ジョブのあて先として，中継マネー
ジャまたは中継システム自身ではなく，同じ PC 上のクライアントを指定してく
ださい。

（4） クライアントの OS が Windows Server 2003（Service Pack なし）
の場合
クライアントの OS が Windows Server 2003（Service Pack なし）の場合，システム情
報の取得に時間が掛かる場合があります。

（5） クライアントの OS が Windows Server 2003 または Windows NT
4.0 の場合
クライアントの OS が Windows Server 2003 または Windows NT 4.0 の場合，管理者権
限のないユーザが「システム情報の取得」ジョブを実行すると，WMI で取得している一
部のシステム情報が取得できない場合があります。

（6） 共通の注意事項
クライアントのハードウェアの環境によっては，システム情報が正しく取得できない場
合があります。

3.1.5 取得したシステム情報の確認
取得したシステム情報，およびレジストリ情報は，
［システム構成］，
［あて先］または
［ディレクトリ情報］ウィンドウで確認できます。確認方法を次に示します。
1. ［システム構成］，
［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの左枠で，シス
テム情報を表示するホストを選択する。
2. ［表示］メニューから［表示する情報］−［システム情報］を選択するか，ウィンド
ウの右枠で［システム情報］タブを選択する。
ウィンドウの右枠に，システム情報が表示されます。
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図 3-9 ［システム構成］ウィンドウ（システム情報）

3. ［表示］メニューから［表示する情報］−［レジストリ情報］を選択するか，ウィン
ドウの右枠で［レジストリ情報］タブを選択する。
ウィンドウの右枠に，レジストリ情報が表示されます。
図 3-10 ［システム構成］ウィンドウ（レジストリ情報）

「データ」に，半角で 255 文字までのデータを表示します。256 文字以上のデータの場合
は，エラーメッセージを表示します。
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なお，システム情報を取得したときに更新される項目は，
「システム情報の取得」ジョブ
作成時の［オプション］パネルでの設定によって次のように異なります。
●「すべての情報を取得する」を選択した場合
システム情報がすべて削除され，クライアントから通知されたシステム情報が表示さ
れます。
●「変更部分の情報を取得する」を選択した場合
クライアントからシステム情報の変更部分だけが通知され，通知されたシステム情報
が反映されます。
クライアント側で情報が取得できなかった項目は，配布管理システムに通知されません。
クライアントから情報が通知されなかった場合，システム情報の更新時に項目が非表示
になります。
なお，次の項目は，クライアント側で情報が取得できなかった場合でも「N/A」が通知さ
れます。
• IE パッチ情報
• WMI
• Windows Installer
• MBSA
• Windows Update Agent
• AMT ファームウェアバージョン
これらの項目以外で「N/A」が表示されている場合は，クライアント側で取得した値が
「N/A」となります。

3.1.6 通知される CPU クロック数のカスタマイズ
システム情報で取得する CPU クロック数は，JP1/NETM/DM で用意された CPU クロッ
ク数テーブルに定義されている値を参照してクライアントから通知されます。CPU ク
ロック数テーブルには，CPU クロック数の最大値，最小値，および測定結果がこの範囲
内である場合に配布管理システムに通知される値が定義されています。
（例）
RANGE=0,5,0
：
RANGE=124,129,127
RANGE=130,136,133
例えば，CPU クロック数テーブルに，最大値が「136 メガヘルツ」，最小値が「130 メガ
ヘルツ」，配布管理システムに通知する値が「133 メガヘルツ」と定義されている場合，
クライアントで測定した結果が「130 メガヘルツ」のときは，配布管理システムに「133
メガヘルツ」という値が通知されます。
設定されている CPU クロック数テーブルの値以上の CPU クロック数の情報を取得する
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には，CPU クロック数をカスタマイズしてください。ユーザで CPU クロック数テーブ
ルの値を追加する場合は，CPU クロック数テーブルを作成してクライアントに配布して
おきます。CPU クロック数テーブルは「CPUCLOCK.INI」という名称で，次のディレ
クトリに格納されています。作成した CPU クロック数テーブルは，このディレクトリに
配布してください。
• JP1/NETM/DM のインストール先ディレクトリ ¥MASTER¥DB
次に，CPU クロック数テーブルの形式と配布方法を示します。

（1） CPU クロック数テーブルの形式
CPU クロック数テーブルに値を追加する場合は，次の形式で記述してください。
RANGE=xxx,yyy,zzz
xxx ：測定したクロック数の最小値
yyy ：測定したクロック数の最大値
zzz ：配布管理システムに通知する値
指定例
測定した値が 290 メガヘルツから 310 メガヘルツの場合，300 メガヘルツを配布管
理システムに通知する場合は次のように指定します。
RANGE=290,310,300
注意事項
CPU クロック数テーブルのデフォルト値を削除しないでください。デフォルト値を
削除すると，CPU クロック数が正しく取得できない場合があります。

（2） CPU クロック数テーブルの配布方法
CPU クロック数テーブルは，リモートインストール機能を使用して配布できます。CPU
クロック数テーブルのファイルをパッケージングするときは，［JP1/NETM/DM パッ
ケージング］ダイアログボックスの［システム条件］パネルで，「インストール先ディレ
クトリ」に次の条件を指定してください。
ドライブ
なし
ディレクトリ
%NETMDMP%¥MASTER¥DB¥CPUCLOCK.INI
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図 3-11 ［システム条件］パネル

なお，CPU クロック数テーブルは，JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature がインス
トールされていない JP1/NETM/DM Client - Base へも配布できます。

3.1.7 通知されるセキュリティ関連のインベントリ情報のカ
スタマイズ
システム情報で取得するセキュリティ関連のインベントリ情報は，security.ini ファイル
に定義されている値を参照してクライアントから通知されます。取得する情報を変更す
る場合は，security.ini ファイルを編集してください。
security.ini ファイルを編集した場合は，編集した security.ini ファイルをクライアント
の JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ ¥MASTER¥DB 直下に配布したあと，
「システム情報の取得」ジョブを実行してください。
security.ini ファイルは，JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ ¥MASTER¥DB
に格納されています。
security.ini ファイルの形式を次の図に示します。
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図 3-12

security.ini ファイルの形式

security.ini ファイルは次の三つのセクションに分かれています。
セクション名

説明

[PasswordCheck]

脆弱なパスワードとみなすパスワードの条件を設定します。

[Passwordage]

Windows パスワードを更新してからの経過日数を通知するしきい値を設定
します。

[ServiceName]

不要なサービスとみなすサービスの条件を設定します。

セクション名および各項目が security.ini ファイルに定義されていない場合は，チェック
されません。
注意事項
• 「変更」または「修正」で JP1/NETM/DM Manager をインストールするときに，
JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ ¥MASTER¥DB 直下に security.ini
ファイルがあった場合は上書きされません。
• クライアントセットアップの接続先に「*」を指定して初期化する場合も，
security.ini ファイルは削除されません。
次に，セクションごとの設定方法を説明します。
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（1） [PasswordCheck] セクション
[PasswordCheck] セクションの定義内容を変更する場合は，次の形式で記述してくださ
い。
NoPassword=0 または 1
空白のパスワードをチェックするかどうか設定します。指定できる値を次に示しま
す。
0：チェックしない
1：チェックする
デフォルトは 1 です。
なお，0 または 1 以外を指定した場合は，空白のパスワードが使用されているかど
うかチェックされません。
UserAccount= 指定値の和
パスワードにユーザアカウント名が使用されているかどうかのチェック方法を設定
します。
0：チェックしない
1：すべて小文字の場合をチェックする
2：すべて大文字の場合をチェックする
4：先頭だけ大文字の場合をチェックする
8：ユーザアカウントと完全一致の場合をチェックする
チェックしたい項目の値を足した合計値を，1 〜 15 で指定します。すべてを組み合
わせたい場合は，値をすべて足した 15 を指定します。デフォルトは 15 です。
負の値，空白，範囲を超えた数値を指定した場合は，パスワードにユーザアカウン
ト名が使用されているかどうかチェックされません。
ComputerName= 指定値の和
パスワードにコンピュータ名が使用されているかどうかのチェック方法を設定しま
す。
0：チェックしない
1：すべて小文字の場合をチェックする
2：すべて大文字の場合をチェックする
4：先頭だけ大文字の場合をチェックする
チェックしたい項目の値を足した合計値を，1 〜 7 で指定します。すべてを組み合
わせたい場合は，値をすべて足した 7 を指定します。デフォルトは 7 です。
負の値，空白，範囲を超えた数値を指定した場合は，パスワードにコンピュータ名
が使用されているかどうかチェックされません。
PasswordCount=n
Password で指定するキーワードの数を 1 〜 256 で指定します。デフォルトは 9 で
す。範囲を超えた値を指定した場合は，特定のキーワードがパスワードに使用され
ているかどうかチェックされません。
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Passwordn= キーワード
特定のキーワードがパスワードに使用されているかどうかをチェックする場合に，
チェックするキーワードを指定します。キーワードは，PasswordCount に指定した
数だけ指定できます。n の部分に，PasswordCount に指定した範囲（1 〜 256）の
番号を記述します。デフォルトで指定されているキーワードを次に示します。
Password1=password
Password2=PASSWORD
Password3=Password
Password4=admin
Password5=ADMIN
Password6=Admin
Password7=administrator
Password8=ADMINISTRATOR
Password9=Administrator

（2） [Passwordage] セクション
[Passwordage] セクションの定義内容を変更する場合は，次の形式で記述してください。
Passwordage=n
Windows パスワードを更新してからの経過日数のしきい値を設定して，しきい値を
超えているかどうかをチェックします。設定できる日数の範囲は，1 〜 49,710 日で
す。デフォルトは 42 日です。
負の値，空白，範囲を超えた数値を指定した場合は，しきい値を超えているかどう
かチェックされません。

（3） [ServiceName] セクション
[ServiceName] セクションの定義内容を変更する場合は，次の形式で記述してください。
ServiceCount=n
ServiceName で指定するキーの数を 1 〜 256 で指定します。デフォルトは 4 です。
範囲を超えた値を指定した場合は，不要なサービスが稼働しているかどうかチェッ
クされません。
ServiceNamen= サービス名
不要なサービスとして，稼働しているかどうかをチェックしたいサービス名を指定
します。サービス名は，ServiceCount に指定した数だけ指定できます。n の部分
に，ServiceCount に指定した範囲（1 〜 256）の番号を記述します。デフォルトで
指定されているサービス名を次に示します。
ServiceName1=MSFTPSVC
ServiceName2=TlntSvr
ServiceName3=W3SVC
ServiceName4=SMTPSVC
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3.2 ソフトウェア情報を取得する
ソフトウェア情報を取得すると，各クライアントのソフトウェアの使用状況やライセン
スを管理できます。
取得できるソフトウェア情報の内容については，マニュアル「導入・設計ガイド」の
「2.2.2 ソフトウェア情報の取得」を参照してください。
ここでは，ソフトウェア情報の取得方法について説明します。

3.2.1 ソフトウェア情報の取得手順
ソフトウェア情報は，リモートインストールマネージャから「ソフトウェア情報の取得」
ジョブを実行して取得します。ここでは，画面遷移を中心に，ソフトウェア情報の取得
手順を説明します。
ソフトウェア情報の取得手順を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
図 3-13 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックス

2. ジョブ種別に「ソフトウェア情報の取得」を指定し，
［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-14 ［ジョブの作成］ダイアログボックス

3. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで，各パネルの項目を設定する。
ダイアログボックス上に表示されるパネルの種類および設定内容は次のとおりです。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［ジョブ］パネルの設定方法については，「8.2.3 ［ジョ
ブ］パネルの設定」を参照してください。
［あて先］パネル
システム情報を取得するホストを設定します。必ず一つ以上設定してください。
［あて先］パネルの設定方法については，「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参
照してください。
［オプション］パネル
ソフトウェア情報の取得の対象となるソフトウェアを設定します。
［オプション］
パネルの設定方法については，
「3.2.2 ［オプション］パネルの設定」を参照して
ください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。
［スケジュール］
パネルの設定方法については，
「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定」を参照し
てください。
［クライアント制御］パネル
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クライアント制御機能を使用するかどうかを設定できます。［クライアント制御］
パネルの設定方法については，「8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定」を参
照してください。
4. 設定が完了したら，
［実行］ボタンをクリックする。
ソフトウェア情報を取得するジョブが実行されます。
なお，ジョブ実行時にジョブを保存しておくと，ジョブが失敗した場合に再実行した
り，既存のジョブを編集してジョブを新規作成する手間を省いたりできます。
［保存］
または［保存 & 実行］ボタンを使用していったんジョブを保存することをお勧めしま
す。
ジョブを保存するには，
［ジョブ定義］ウィンドウに保存先のフォルダが必要です。
フォルダの作成方法については，
「8.3.2 保存したジョブおよびフォルダの管理」を
参照してください。
5. ジョブの実行状況を確認する。
リモートインストールマネージャの［ファイル］メニューから，
［新規作成］−
［ジョブ実行状況］を選択して，［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示します。
図 3-15 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

ソフトウェア情報の取得に関するジョブは，ジョブ名の前に次のアイコンが表示され
ます。
•

：
「ソフトウェア情報の取得」ジョブ

実行したジョブを選択すると，右枠に実行状況が表示されます。ジョブの実行状況の
確認方法については，
「8.4 ジョブの実行状況を確認する」を参照してください。
6. ジョブの実行が完了したら，取得したソフトウェア情報を確認する。
取得したソフトウェア情報は，リモートインストールマネージャから確認します。ソ
フトウェア情報の確認方法については，
「3.2.6 取得したソフトウェア情報の確認」
を参照してください。
取得したソフトウェア情報は，インベントリビューアを使用して表示・集計できます。
インベントリビューアの操作については，
「4. インベントリ情報を管理する」を参照し
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てください。

3.2.2 ［オプション］パネルの設定
「ソフトウェア情報の取得」ジョブを作成するとき，
［ジョブの作成］ダイアログボック
スの［オプション］パネルで，ソフトウェア情報を取得する対象となるソフトウェアを
設定します。次に，［オプション］パネルで設定する項目について説明します。
図 3-16 ［オプション］パネル

検索対象ソフトウェア
ソフトウェア情報取得の対象となるソフトウェアを設定します。
次に示す項目を選択できます。
• JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェアを検索
• すべてのソフトウェアを検索
• アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検索
• ファイルを検索
• Microsoft Office 製品を検索
• ウィルス対策製品を検索
それぞれの項目で取得できる情報の詳細については，マニュアル「導入・設計ガイ
ド」の「2.2.2(1) 取得できるソフトウェア情報」を参照してください。
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インベントリビューアで，Microsoft Office 製品またはウィルス対策製品の情報を条
件にホストの台数を集計したい場合は，「Microsoft Office 製品を検索」または
「ウィルス対策製品を検索」を選択して，情報を取得しておいてください。
検索リスト
「検索対象ソフトウェア」で「すべてのソフトウェアを検索」を選択した場合，検索
に使用するソフトウェア検索リストを選択できます。
ソフトウェア検索リストを使用する場合，マネージャに保存されている検索リスト，
またはクライアントに保存されている検索リストのどちらを使用するか選択します。
マネージャに保存されている検索リストを使用して検索を実行すると，実行先のク
ライアントに検索リストが送付され，クライアントに保存されている検索リストが
上書きされます。前回と同じ検索リストを使用して検索を実行したい場合は，クラ
イアントに保存されている検索リストを使用することもできます。
選択できる項目を次に示します。デフォルトは，「クライアントに存在する検索リス
ト」です。
• クライアントに存在する検索リスト
前回と同じ検索リストを使用してソフトウェアを検索します。
• 標準検索リスト
マネージャに保存されている標準検索リストに登録されているソフトウェアの情
報だけを取得したい場合に選択します。
• ユーザ指定検索リスト
マネージャに保存されているユーザ指定検索リストに登録されているソフトウェ
アの情報だけを使用したい場合に選択します。
［参照］ボタンをクリックして，使
用するユーザ指定検索リストを指定してください。
なお，ユーザ指定検索リストは，あらかじめ作成しておく必要があります。
• 標準検索リストとユーザ指定検索リスト
マネージャに保存されている両方の検索リストに登録されているソフトウェアの
情報を取得したい場合に選択します。
［参照］ボタンをクリックして，使用する
ユーザ指定検索リストを指定してください。
なお，ユーザ指定検索リストは，あらかじめ作成しておく必要があります。
• 使用しない
検索リストを使用しないで検索を実行したい場合に選択します。
この項目を選択してジョブを実行したときは，実行先のクライアントに保存され
ている検索リストがすべて削除されます。
次回以降の検索で検索リストを使用したいときは，マネージャに保存されている
検索リストを使用して検索を実行してください。
なお，検索リストを使用して定期的にソフトウェア情報を取得する運用では，使用
する検索リストが異なると取得する情報も異なってしまうので，［ジョブの作成］ダ
イアログボックスをカスタマイズして，毎回使用する検索リストをデフォルトにし
ておくことをお勧めします。
［ジョブの作成］ダイアログボックスのカスタマイズについては，
「8.6.2 ［ジョブの
作成］ダイアログボックスのカスタマイズ」を参照してください。

153

3. インベントリ情報を取得する

検索対象ドライブ
検索対象ソフトウェアとして「すべてのソフトウェアを検索」
，または「ファイルを
検索」を選択した場合に，検索の対象とするドライブを次のうちから選択します。
• 全固定ドライブ
• 全固定ドライブとネットワークドライブ
• 検索対象ドライブを指定
なお，Windows NT のクライアントに対してジョブを実行する場合，ネットワーク
ドライブまたはアクセス権のないドライブのソフトウェア情報は取得できません。
ドライブ指定
検索対象ドライブとして「検索対象ドライブを指定」を選択した場合に，ドラ
イブ名を設定します。ドライブ名には，A 〜 Z のアルファベット，および 1 〜
9 の数字が使用できます。複数のドライブ名を指定する場合は，間を「;」で区
切って指定します。
［ファイル検索の詳細］ボタン
検索対象ソフトウェアとして「ファイルを検索」を選択した場合に，活性化されま
す。このボタンをクリックすると，
［ファイル検索の詳細］ダイアログボックスが表
示されます。

（1）［ファイル検索の詳細］ダイアログボックス
［ジョブの作成］ダイアログボックスの検索対象ソフトウェアとして「ファイルを検索」
を選択し，［ファイル検索の詳細］ボタンをクリックすると表示される［ファイル検索の
詳細］ダイアログボックスについて説明します。
図 3-17 ［ファイル検索の詳細］ダイアログボックス
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検索対象
ファイルを検索する範囲を設定します。
検索対象ディレクトリ
検索対象とするディレクトリを設定します。設定した文字列を含むディレクト
リを，すべて検索対象とします。
検索対象ディレクトリには，半角で 1,024 文字まで設定できます。ドライブ名
がないディレクトリも設定できます。ディレクトリ名の前に「:¥」を付けると，
ドライブ直下のディレクトリを示します。
複数のディレクトリを設定する場合は，間を「;」で区切って設定します。「*」
および「?」は設定できません。
検索対象ファイル
• 任意のファイルを検索
検索対象とするファイル名を設定します。半角で 32,766 文字（全角で
16,383 文字）まで設定できます。複数のファイルを設定する場合は，間を
「;」で区切って設定します。
（例）*.exe;*.dll
ディレクトリやドライブは，設定できません。ファイル名，または拡張子に
「*」は設定できますが，「?」は設定できません。また，「*.*」は設定できませ
ん。
• 辞書で管理対象に設定したファイルを検索
ソフトウェアインベントリ辞書で管理対象に設定したソフトウェアのファイ
ル名をキーにして検索できます。ファイル名以外の情報（ファイルサイズ，
更新日時など）をキーにした検索はできません。また，ソフトウェアインベ
ントリ辞書にソフトウェアが一つも無い場合，またはソフトウェアインベン
トリ辞書に管理対象に設定したソフトウェアが一つも無い場合，この機能は
使用できません。
なお，この機能を使用するジョブを定義したあとで，ソフトウェアインベン
トリ辞書を変更した場合，変更した内容はジョブの定義には反映されません。
再度ジョブを定義し直してください。
検索除外
ファイル検索から除外する範囲を設定します。
検索除外ディレクトリ
検索対象から外すディレクトリを設定します。設定した文字列を含むディレク
トリをすべて除外します。
検索除外ディレクトリには，半角で 1,024 文字まで設定できます。ドライブ名
がないディレクトリも設定できます。ディレクトリ名の前に「:¥」を付けると，
ドライブ直下のディレクトリを示します。また，次に示す環境変数を設定でき
ます。
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環境変数

内容

%NETMDMP%

JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ），または JP1/NETM/DM Client が
インストールされているディレクトリ

%WINDOWS%

Windows がインストールされているディレクトリ

%SYSTEM%

Windows がインストールされているディレクトリ下の System または System32
ディレクトリ※

注※

ジョブのあて先の OS が Windows 98 または Windows Me の場合に System になり，それ以

外の OS の場合は System32 になります。

複数のディレクトリを設定する場合は，間を「;」で区切って設定します。「*」
および「?」は設定できません。
デフォルトの「%WINDOWS%;:¥Recycled¥;:¥Recycle¥;:¥Recycler¥」は，
Windows がインストールされているディレクトリ，およびごみ箱を除外しま
す。
検索除外ファイル
• 任意のファイルを除外
検索対象から外すファイルを設定します。複数のファイルを設定する場合は，
間を「;」で区切って設定します。
ディレクトリやドライブは，設定できません。ファイル名，または拡張子に
「*」は設定できますが，「?」は設定できません。
• 辞書で管理対象外に設定したファイルを除外
ソフトウェアインベントリ辞書で管理対象外に設定したソフトウェアのファ
イル名を一括して検索除外ファイルとして設定します。
ソフトウェアインベントリをリフレッシュする
取得したソフトウェアインベントリ情報をすべて更新するかどうかを設定します。
リフレッシュする設定の場合は，ジョブ実行のタイミングが即時実行のとき，およ
び定期実行の初回の情報取得時にすべてのソフトウェアインベントリ情報を更新し
ます。リフレッシュしない設定の場合は，差分の情報を取得します。

3.2.3

ソフトウェア情報を取得するときの注意事項

ソフトウェア情報を取得するときの注意事項を次に示します。
●「すべてのソフトウェアを検索」で未適用パッチ情報または適用済みパッチ情報を取得
する場合，クライアントが特定の条件を満たしている必要があります。必要な条件に
ついては，
「7.2 クライアントのパッチ情報を検出する」を参照してください。
●「日立プログラムプロダクトを［アプリケーションの追加と削除］ソフトウェアとして
も扱う」が設定されたクライアントから，
「アプリケーションの追加と削除のソフト
ウェアを検索」で日立プログラムプロダクトの情報を取得している環境では，
「すべて
のソフトウェアを検索」でソフトウェア情報を取得しないでください。
「すべてのソフ
トウェアを検索」でソフトウェア情報を取得すると，日立プログラムプロダクトのイ
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ンストールパッケージ情報が「日立プログラムプロダクト」と「アプリケーションの
追加 / 削除」の 2 種類で取得され，重複して表示されるようになります。
リモートインストールマネージャ，インベントリビューア，および CSV 出力ユティリ
ティで日立プログラムプロダクトの情報が重複する場合は，表示条件を設定して，表
示される情報を限定してください。
なお，JP1/NETM/Asset Information Manager と連携している場合，インストール
パッケージ情報が重複すると，JP1/NETM/Asset Information Manager 上で情報を正
しく管理できなくなるおそれがあります。
●「アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検索」でソフトウェア情報を取得す
る場合，手動でインストールした一部の日立プログラムプロダクトの情報が取得でき
ないことがあります。
●「Microsoft Office 製品を検索」または「ウィルス対策製品を検索」でソフトウェア情
報を取得する場合，クライアントの OS が Windows NT 4.0 または Windows 98 のと
きは，クライアント側に「Windows スクリプティングホスト」をインストールしてお
く必要があります。インストールされていない場合は，Microsoft 社のホームページか
ら Windows Script 5.6 をダウンロードし，インストールしてください。
●「辞書で管理対象に設定したファイルを検索」を実行するとき，ソフトウェアインベン
トリ辞書の管理対象のソフトウェアのファイル名が，合計 32,766 バイトを超えた場合
は検索できません。
● ワイルドカード「*」を使った検索を多数のクライアントに対して実行すると，ネッ
トワークに大きな負担が掛かり，リレーショナルデータベースを大量に消費すること
があります。
「*」を使った検索は最小限のクライアントに対して実行してください。
● いったんソフトウェア情報を取得したあと，再度［オプション］パネルの設定を変え
て「ソフトウェア情報の取得」ジョブを実行すると，両方の取得情報がマージされま
す。
● バージョンが 08-50 より前のクライアントを使用している場合，タイムゾーンが異な
るクライアントからソフトウェア情報を取得すると，日時が異なるために同じソフト
ウェアの情報が複数取得されてしまいます。このようなときは，JP1/NETM/DM シス
テムのバージョンを 08-50 以降にしてください。タイムゾーンが異なるクライアント
でも，同じソフトウェア情報として取得できるようになります。また，JP1/NETM/
DM システムをバージョンアップしたあとは，ソフトウェアインベントリ辞書を作成
し直してください。
● バージョンが 08-50 より前のクライアントの場合，クライアントのタイムゾーンが変
更されたときは，日時が変更されたとみなされ，取得済みのソフトウェア情報が異な
る情報として再度取得されてしまいます。このような場合は，クライアントのタイム
ゾーンが変更されたあとで，ファイル検索のオプションで「ソフトウェアインベント
リをリフレッシュする」チェックボックスをオンにして，ソフトウェア情報を取得し
直してください。タイムゾーンの差異によってソフトウェアインベントリ辞書に同じ
ファイルが複数登録されてしまう場合は，ファイルの製品名およびバージョンを合わ
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せることで同じソフトウェアとして管理できます。なお，バージョンが 08-50 以降の
クライアントでは，タイムゾーンが変更されても同じソフトウェア情報として管理で
きます。
● 下位システムが UNIX の場合，次のソフトウェア情報が取得されます。
「検索対象ソフトウェア」の指定

UNIX システムから取得する情報

JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェ
アを検索

日立プログラムプロダクト，UAP 情報を取得しま
す。

すべてのソフトウェアを検索※

日立プログラムプロダクト，他社ソフトウェア，
ソフトウェア検索リストにあるソフトウェア情報
を取得します。

アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを
検索

日立プログラムプロダクト，他社ソフトウェア情
報を取得します。

ファイルを検索※

「JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェ
アを検索」を指定したときと同じ情報を取得しま
す。

Microsoft Office 製品を検索

ジョブがエラーになり，情報は取得されません。

ウィルス対策製品を検索

クライアントの適用 OS が Linux で，バージョン
が 07-50 以降の場合，ウィルス対策製品の情報を
取得します。

注※
検索対象ドライブの指定は，
「全固定ドライブ」と「全固定ドライブとネットワークドライブ」
だけが有効です。
「検索対象ドライブを指定」を指定した場合は，全固定ドライブが検索されま
す。

3.2.4

ソフトウェア検索リストの作成方法

ソフトウェア検索リストの内容は［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックス
で確認できます。
［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックスの表示方法を次に示します。
●［管理情報リスト］ウィンドウに表示されている検索リストを選択して，右クリックで
表示されるメニューから［編集］を選択する。
●［管理情報リスト］ウィンドウで，［ファイル］−［検索リストの新規作成］を選択す
る。
表示される［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックスを次に示します。
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図 3-18 ［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックス

［ユーザ指定検索リスト］パネルには，ユーザ指定検索リストの内容が表示されます。作
成した検索リストの内容を編集することもできます。
［標準検索リスト］パネルには，標準検索リストの内容が表示されます。

次から，ユーザ指定検索リストの作成方法について説明します。

（1） ユーザ指定検索リストの作成方法
ユーザ指定検索リストを新規に作成する方法を次に示します。
1. ［管理情報リスト］ウィンドウで，［ファイル］−［検索リストの新規作成］を選択す
る。
［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックスが表示されます。初期状態では，
［ユーザ指定検索リスト］パネルが表示されます。
図 3-19 ［ユーザ指定検索リスト］パネル

2. ［追加］ボタンをクリックする。
［ソフトウェア検索リストの編集］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-20 ［ソフトウェア検索リストの編集］ダイアログボックス

検索対象にするソフトウェアの情報を登録します。次の項目は必ず指定してくださ
い。
• プログラム名称
半角で 1 〜 50 文字（全角で 1 〜 25 文字）で指定します。「¥」および「;」は使用
できません。
• パッケージ識別 ID
半角で 1 〜 44 文字で指定します。使用できる文字は，「A」〜「Z」
，「0」〜「9」
，
「_」および「-」です。
• ファイル名
半角で 1 〜 256 文字（全角で 1 〜 128 文字）で指定します。「¥」および「;」は使
用できません。
なお，［参照］ボタンをクリックしてファイルを指定すると，ソフトウェアの情報が
自動的に設定されます。このとき，「最終更新時間」は配布管理システムのローカル
時間で設定されます。
3. ［追加］ボタンをクリックする。
設定した項目が［ユーザ指定検索リスト］パネルに追加されます。続けて項目を追加
できます。
4. ［終了］ボタンをクリックする。
設定を保存して［ソフトウェア検索リストの編集］ダイアログボックスが閉じます。
5. ［保存］ボタンをクリックする。
［検索リスト名の設定］ダイアログボックスが表示されます。
6. 名前を指定し［OK］ボタンをクリックする。
設定した内容を保存して［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックスが閉じ
ます。作成した検索リストは，［管理情報リスト］ウィンドウに表示されます。
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（2） ファイルを利用したユーザ指定検索リストの作成
ユーザ指定検索リストは，
［ソフトウェア検索リスト一覧］ダイアログボックスで作成す
るほかに，検索リストの項目を設定したファイルから作成することもできます。また，
［管理情報リスト］ウィンドウに表示されているユーザ指定検索リストをファイルに出力
することもできます。
（a） ユーザ指定検索リストのファイル形式
ユーザ指定検索リストのファイル形式を次に示します。検索リストは，検索対象のソフ
トウェアごとに 1 行で以下の形式の情報を設定します。ファイルはテキスト形式です。
1 カラム目に「#」を付けると，その行はコメントとみなされます。
形式
情報マップ；プログラム識別子 ; ファイル名 ; パッケージ識別 ID;［バージョン］; 製
品名 ;［ファイル最終更新時間］;［ファイルサイズ］;［世代番号］
説明
●情報マップ（必ず指定）
必ず半角で「001」を設定します。
●プログラム識別子（必ず指定）
プログラム識別子を半角で次のように設定します。
P：日立プログラムプロダクト
I：他社ソフトウェア
スペース：ユーザプログラム，データ
上記以外の指定は，未指定とみなします。
●ファイル名（必ず指定）
検索対象のソフトウェアを構成するファイルのうちの 1 ファイルを，半角で
256 文字（全角で 128 文字）以内で指定します。検索をより正確に行うため，
ファイル名には検索対象のソフトウェアの特徴的なファイルを設定することを
お勧めします。
●パッケージ識別 ID（必ず指定）
各ソフトウェアについてユニークな文字列を，44 文字以内で指定します。使用
できる文字は，半角の「A」〜「Z」，
「0」〜「9」および「-」です。ユーザ指
定検索リストに新規のソフトウェアの情報を登録する場合，標準検索リストで
使用されていないものを指定してください。また，プログラムについては次の
ように指定することをお勧めします。
• 日立プログラムプロダクトの場合
製品型名（例：P-2442-1314 など）
• 他社ソフトウェアの場合
「
（会社）-（製品名）」の形式
●バージョン
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検索対象のソフトウェアのバージョンを，6 文字以内で設定します。使用でき
る文字は，半角の「A」〜「Z」，
「0」〜「9」および「/」です。もし設定されて
いない場合，検索対象ファイルのバージョンリソースからバージョンを取得し
ます。バージョンを取得できないときは，自動的に「0000」が設定されます。
●製品名（必ず指定）
検索対象ソフトウェアの名称を，半角で 50 文字（全角で 25 文字）以内で指定
します。ただし，半角の「¥」は使用できません。
●ファイル最終更新時間
「ファイル名」で設定したファイルの最終更新時間を設定します。検索対象のソ
フトウェアのバージョンが複数ある場合に設定します。
「YYYY/MM/DD/hh/mm/ss」の形式で，必要な項目まで設定してください。

YYYY ：年（西暦）（1900 〜 2100）
MM ：月（01 〜 12）
DD ：日（01 〜 31）
hh ：時間（00 〜 23）
mm ：分（00 〜 59）
ss ：秒（00 〜 59）
（例）
2000 年 8 月 1 日 11 時に作成したファイル：2000/08/01/11
●ファイルサイズ
「ファイル名」で設定したファイルのファイルサイズをバイト単位で設定しま
す。検索対象のソフトウェアのバージョンが複数ある場合に設定します。ファ
イルサイズは，最大 10 けたで，0 〜 2,147,483,647 を設定してください。
●世代番号
検索対象ソフトウェアの世代番号を 4 文字以内で設定します。使用できる文字
は，半角の「A」〜「Z」，および「0」〜「9」です。設定されていない場合は，
自動的に「0000」が設定されます。
指定例
001;I;ldcm.exe;LANDESK-CLIENT-MANAGER;0331;LANDesk Client
Manager;2007/08/03/15/48;866304;
（b） ファイルからのユーザ指定検索リストの作成手順
検索リストの項目を設定したファイルから，ユーザ指定検索リストを作成する手順を次
に示します。
1. ［管理情報リスト］ウィンドウで，
［ファイル］−［ファイルから作成］を選択する。
［検索リストの読み込み］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックする。
［検索リスト名の設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. 名前を指定し［OK］ボタンをクリックする。
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指定したファイルを読み込んで，検索リストが作成されます。
ファイルの記述内容に誤りがあった場合は，エラーの個所を示すダイアログボックス
が表示されます。ファイルを修正したあと，再度実行してください。
（c） ユーザ指定検索リストのファイルへの出力手順
［管理情報リスト］ウィンドウに表示されているユーザ指定検索リストの内容をファイル
に出力する手順を次に示します。
1. ［管理情報リスト］ウィンドウで，出力したいユーザ指定検索リストを選択する。
2. ［ファイル］−［ファイルへ保存］を選択する。
［検索リストの保存］ダイアログボックスが表示されます。
3. ファイル名を設定し，
［OK］ボタンをクリックする。
ユーザ指定検索リストの内容がファイルに出力されます。

（3） ソフトウェアインベントリ辞書を利用したユーザ指定検索リストの
作成
ファイル検索の結果を，ユーザ指定検索リストに反映することができます。ファイル検
索で作成されたソフトウェアインベントリ辞書で管理対象としたソフトウェアについて，
インポートしてファイルを作成する方法です。次に作成方法を示します。
1. ［ユーザ指定検索リスト］パネルで［辞書からインポート］ボタンをクリックする。
［辞書からインポート］ボタンは，ユーザ指定検索リストの一覧が空の場合だけ活性
化されます。
なお，インポートするソフトウェアインベントリ辞書が次に示す状態のときは，ボタ
ンをクリックしてもエラーになります。ソフトウェアインベントリ辞書を編集してく
ださい。
• 管理対象のソフトウェアが一つも設定されていない場合
• 空の場合
• ソフトウェア名称が一つも設定されていない場合

（4） ユーザ指定検索リストの項目の編集
登録済みのユーザ指定検索リストの項目を編集する方法を次に示します。
1. ［ユーザ指定検索リスト］パネルで編集したい項目を選択する。
2. ［変更］ボタンをクリックする。
［ソフトウェア検索リストの編集］ダイアログボックスが表示されます。
3. 登録内容を編集する。
［ソフトウェア検索リストの編集］ダイアログボックスで，登録内容を編集してくだ
さい。
4. ［追加］ボタンをクリックする。
編集した内容が，ユーザ指定検索リストに反映されます。
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3.2.5

ソフトウェアインベントリ辞書の編集

「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「ファイルを検索」でソフトウェア情報を取得する
と，取得した情報を基にソフトウェアインベントリ辞書が生成されます。このソフト
ウェアインベントリ辞書で，各ソフトウェアを管理対象にするかどうか，また，どのよ
うな名称で管理するのかを設定します。
次から，インベントリ辞書の編集方法について説明します。

（1） 管理するソフトウェアを設定する
ソフトウェアインベントリ辞書は，［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログ
ボックスで編集します。ソフトウェアごとに，管理対象にするかどうか，また，どのよ
うな名称で管理するのかを設定します。
［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスはサイズを変更できますの
で，見やすいサイズで編集してください。
1. ［システム構成］
，［あて先］
，［パッケージ］
，［ジョブ定義］
，［ジョブ実行状況］
，また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウで，［オプション］メニューから［ソフトウェア
インベントリ辞書の編集］を選択する。
［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスが表示されます。
図 3-21 ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックス

ソフトウェア選択
「ファイルを検索」で取得したソフトウェア情報が表示されます。ここで，各ソ
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フトウェアを管理対象にするかどうかを設定します。なお，「ソフトウェア選択」
リストには，特定のソフトウェアだけを表示したり，ソフトウェアインベントリ
辞書から削除したソフトウェアを表示したりできます。詳細は，「(2) 特定のソ
フトウェアだけを表示する」および「(4)(b)

ソフトウェアインベントリ辞書か

ら削除したソフトウェアを確認する」を参照してください。
ソフトウェア名称の先頭に表示されるチェックボックスの意味を次に示します。
チェックボックス

意味
「ファイルを検索」によって新たに取得したソフトウェア情報です。
管理対象のソフトウェアです。チェックボックスをクリックすると，管
理対象外になります。
管理対象外のソフトウェアです。チェックボックスをクリックすると，
管理対象になります。
管理対象にするかどうかを保留にしているソフトウェアです。チェック
ボックスをクリックすると，管理対象になります。

また，表示項目のうち「更新日時」には，クライアントのローカル時間で取得さ
れた更新日時が表示されます。「更新日時（UTC）
」には，UTC 時間で取得され
た更新日時が，配布管理システムのローカル時間に変換されて表示されます。
［管理対象］ボタン
「ソフトウェア選択」リストでソフトウェア名を選択し，このボタンをクリック
すると，管理対象になります。複数のソフトウェアを選択して，一括して管理対
象にすることができます。
［管理対象外］ボタン
「ソフトウェア選択」リストでソフトウェア名を選択し，このボタンをクリック
すると，管理対象から外れます。複数のソフトウェアを選択して，一括して管理
対象から外すことができます。
［保留］ボタン
「ソフトウェア選択」リストでソフトウェア名を選択し，このボタンをクリック
すると，管理対象にするかどうかを保留にできます。ソフトウェアを管理対象に
するかどうかを決めかねているときに使用してください。複数のソフトウェアを
選択して，一括して保留にすることができます。
［新規ソフトウェアを管理対象外にする］ボタン
新規ソフトウェア（ のソフトウェア）を，すべて管理対象から外します。
チェックボックスの表示が変更されたことを確認したあと，［適用］または
［OK］ボタンをクリックしてください。
［詳細］パネル
「ソフトウェア選択」リストで選択したソフトウェアの製品情報を表示，変更で
きます。ただし，次の 4 項目は変更できません。
ファイル名，パス名，更新日時，更新日時（UTC），ファイルサイズ
2. ソフトウェアごとに，管理対象にするかどうか，また，管理するためのソフトウェア
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名称などを設定し，［適用］または［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が保存されます。

（2） 特定のソフトウェアだけを表示する
［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスには，ソフトウェアインベン
トリ辞書内の特定のソフトウェアだけを表示できます。これによって，編集したいソフ
トウェアを簡単に見つけることができます。
「管理対象」や「管理対象外」などの管理ステータスによって表示条件を設定することが
できるだけでなく，詳細な表示条件を設定できます。
1. ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスの［フィルタリング］タ
ブを選択する。
図 3-22 ［フィルタリング］パネル

2. ［フィルタリング］パネル右側の各項目で，管理ステータスによる表示条件を設定す
る。
「辞書上のソフトウェアを表示」を選択したあと，次の項目を選択してください。
すべてのソフトウェアを表示
ソフトウェアインベントリ辞書にあるすべてのソフトウェアを表示します。
既存のソフトウェアを表示
すべて
新規に取得したソフトウェア以外の，ソフトウェアインベントリ辞書にあるすべ
てのソフトウェアを表示します。
管理対象ソフトウェア
管理対象にしたソフトウェアを表示します。
管理対象外ソフトウェア
管理対象外にしたソフトウェアを表示します。
保留ソフトウェア
管理対象にするかどうかを保留にしているソフトウェアを表示します。
新規ソフトウェアを表示
新規に取得したソフトウェアを表示します。
なお，「辞書から削除したソフトウェアを表示」については，
「(4)(b) ソフトウェア
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インベントリ辞書から削除したソフトウェアを確認する」を参照してください。
3. さらに詳細な条件を設定したい場合は，
「フィルタリングの詳細条件の設定」で表示
条件を設定する。
表示条件を「項目」と「条件」で設定して［追加］ボタンをクリックすると，条件が
設定され，下部のリストボックスに表示されます。複数の条件を設定する場合は，
「項目」と「条件」を設定したあと，「AND」または「OR」を選択し，［追加］ボタン
をクリックします。5 条件まで設定できます。
「AND」と「OR」が混在する場合，リ
ストの先頭から順に演算が行われます。
条件
設定方法は，条件を設定する項目によって異なります。
「言語」の場合
リストボックスから言語を選択します。指定した言語と一致するソフトウェアが
表示されます。
「ファイルサイズ」の場合
リストボックスから比較記号を選択し，サイズを指定します。単位はバイトで
す。「指定したファイルサイズより大きい」
，「指定したファイルサイズより小さ
い」，または「指定したファイルサイズと等しい」ソフトウェアが表示されます。
「更新日」または「更新日（UTC）
」の場合
日付を YYYY/MM/DD の形式で指定し，「以前」または「以降」を選択します。
指定できる日付の範囲は 1970 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までです。「更
新日が指定した日付以前」または「更新日が指定した日付以降」のソフトウェア
が表示されます。
その他の項目の場合
文字列を入力し，指定した値「を含む」ソフトウェアを表示するのか，指定した
値「を含まない」ソフトウェアを表示するのかを選択します。入力した文字列の
大文字と小文字は区別されません。
指定した項目に値のないソフトウェアを表示したい場合は「値なし」を選択しま
す。ただし，「項目」で「ファイル名」を選択した場合，
「値なし」は選択できま
せん。「ファイル名」には常に値があるためです。
「項目」で「ソフトウェアバージョン」または「ファイルバージョン」を選択し
た場合，条件として，入力した文字「より大きい」または「より小さい」を設定
することもできます。例えば，「06-00」「より大きい」などの条件を設定できま
す。
AND，OR
複数の条件を設定する場合，両方の条件を満たすソフトウェアを表示したいとき
は「AND」を選択します。どちらかの条件を満たすソフトウェアを表示したいと
きは「OR」を選択します。
［変更］ボタン
リストボックスで条件を選択すると，「項目」および「条件」欄に，その条件が
表示されます。条件を修正後，［変更］ボタンをクリックすると，リストボック
スに変更内容が反映されます。
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［削除］ボタン
リストボックスで条件を選択し，
［削除］ボタンをクリックすると，指定した条
件が削除されます。同時に複数の条件を削除することもできます。
4. ［適用］ボタンをクリックする。
手順 2. と手順 3. で設定した表示条件を両方とも満たすソフトウェアだけが，「ソフト
ウェア選択」リストに表示されます。
なお，次回［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスを起動したと
きも，前回［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスを閉じたとき
の条件でソフトウェアが表示されます。

（3） ライセンス数を設定する
ソフトウェアごとにライセンス数を登録しておくと，インベントリビューアの集計機能
を利用して，ライセンス数を超えるソフトウェアやライセンス数に近づいたソフトウェ
アを確認できます。
1. ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスの［ライセンス］タブを
選択する。
図 3-23 ［ライセンス］パネル

2. 「ソフトウェア選択」リストでソフトウェア名を選択し，
［ライセンス］パネルで「所
有ライセンス数」と「警告ライセンス数」を入力する。
所有ライセンス数を超えたソフトウェアは，インベントリビューアの［集計］ウィン
ドウに赤色で表示されます。警告ライセンス数以上で所有ライセンス数以下のソフト
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ウェアは，黄色で表示されます。
ライセンス数を管理しない場合は，
「所有ライセンス数」および「警告ライセンス数」
に「0」を設定してください。
なお，
「ソフトウェア名称」が設定されていないとき，ライセンス数は設定できませ
ん。また，所有ライセンス数と警告ライセンス数は，ソフトウェア名称とソフトウェ
アバージョン一組に対して一つずつ設定できます。
3. ［設定］ボタンをクリックする。
確認のメッセージが表示されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
ライセンス数が設定されます。
［設定］ボタンをクリックする前の値に戻したい場合は，［元に戻す］ボタンをクリッ
クします。

（4） ソフトウェアを削除する
ソフトウェアインベントリ辞書から，指定したソフトウェアを削除できます。ソフト
ウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアは，各ホストのソフトウェアインベ
ントリ情報からも削除されます。
また，ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアは，削除ソフトウェア
管理テーブルに登録されます。これによって，次回，
「ファイルを検索」を指定してソフ
トウェア情報の取得ジョブを実行した場合，各ホストから通知されるソフトウェア情報
が削除ソフトウェア管理テーブルに登録されているときは，ソフトウェアインベントリ
辞書には追加されなくなります。また，各ホストのソフトウェアインベントリ情報にも
追加されません。
ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアの，辞書への追加を再開した
い場合は，削除ソフトウェア管理テーブルからソフトウェアを削除します。
ソフトウェアインベントリ辞書から不要なソフトウェアを削除することによって，ソフ
トウェアインベントリ辞書の表示時間の短縮，データベース容量の削減ができます。ま
た，［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスに不要なソフトウェアが
表示されないため，編集しやすくなります。
ソフトウェアインベントリ辞書からのソフトウェアの削除について，次の図に示します。
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図 3-24

ソフトウェアインベントリ辞書からのソフトウェアの削除

（a） ソフトウェアインベントリ辞書からソフトウェアを削除する
ソフトウェアインベントリ辞書からソフトウェアを削除する方法を説明します。
1. ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスの「ソフトウェア選択」
リストで，削除するソフトウェアを選択し，［削除］ボタンをクリックする。
同時に複数のソフトウェアを選択して削除することもできます。
確認のメッセージが表示されます。
2. ［OK］ボタンをクリックする。
ソフトウェアインベントリ辞書から，指定したソフトウェアが削除されます。
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（b） ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアを確認する
ソフトウェアインベントリ辞書から削除し，削除ソフトウェア管理テーブルに登録され
ているソフトウェアの情報を確認できます。これによって，各ホストから通知されたソ
フトウェア情報で，ソフトウェアインベントリ辞書に追加されないソフトウェアを確認
できます。
1. ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスの［フィルタリング］タ
ブを選択する。
2. 「辞書から削除したソフトウェアを表示」を選択し，［適用］ボタンをクリックする。
「ソフトウェア選択」リストに，ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフト
ウェアの次の情報が表示されます。
ソフトウェア名称，ソフトウェアバージョン，ファイル名，ファイルサイズ，更新日
時
（c） 削除ソフトウェア管理テーブルからソフトウェアを削除する
ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアの，辞書への追加を再開した
い場合は，削除ソフトウェア管理テーブルからソフトウェアを削除します。
1. ［ソフトウェアインベントリ辞書編集］ダイアログボックスの「ソフトウェア選択」
リストに，ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアを表示する。
表示方法については，
「(b) ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェ
アを確認する」を参照してください。
2. 「ソフトウェア選択」リストで，削除するソフトウェアを選択し，［削除］ボタンをク
リックする。
同時に複数のソフトウェアを選択して削除することもできます。
確認のメッセージが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
指定したソフトウェアが，削除ソフトウェア管理テーブルから削除されます。

3.2.6 取得したソフトウェア情報の確認
取得したソフトウェア情報は，
［システム構成］，
［あて先］，および［ディレクトリ情報］
ウィンドウの［インストールパッケージ］または［ソフトウェアインベントリ］パネル
に表示されます。
どのパネルにソフトウェア情報が表示されるかは，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブで
指定する「検索対象ソフトウェア」によって決まります。次に，各パネルに表示される
「検索対象ソフトウェア」の項目を示します。
［インストールパッケージ］パネル
• JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェアを検索
• すべてのソフトウェアを検索
• アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検索
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［ソフトウェアインベントリ］パネル
• ファイルを検索
• Microsoft Office 製品を検索
• ウィルス対策製品を検索

（1） ソフトウェア情報を表示する
ソフトウェア情報を表示する方法は次のとおりです。
1. ［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの左枠で，ソフ
トウェア情報を表示するホストを選択する。
2. ［インストールパッケージ］タブまたは［ソフトウェアインベントリ］タブを選択す
る。
次に，それぞれのタブを選択して表示されるパネルについて説明します。
（a）［インストールパッケージ］パネル
［インストールパッケージ］タブを選択すると，
［インストールパッケージ］パネルが表
示されます。［インストールパッケージ］パネルの表示例を次の図に示します。
図 3-25 ［インストールパッケージ］パネルの表示例

ウィンドウの右枠に，ソフトウェア情報が表示されます。ソフトウェア情報の項目に表
示される内容は，次のとおりです。
● ローカルインストールされたソフトウェアで，Windows の［コントロールパネル］の
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されてい
るソフトウェアおよびパッチは，
「他社ソフトウェア」のアイコンで表示され，ソフト
ウェアの識別 ID は「WUA-」で始まります。64 ビットアプリケーションは
「WUA-64-」で始まります。バージョンと世代番号には「0000」が表示されます。
● コンピュータに適用されたパッチは，
「他社ソフトウェア」のアイコンで表示され，識
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別 ID は「SUP-」で始まります。ただし，Windows の［コントロールパネル］の［ア
プリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されている
パッチの識別 ID は「WUA-SUP」で始まります。どちらも，バージョンと世代番号
には「0000」が表示されます。
● コンピュータに適用されていないパッチは，「未適用パッチ」のアイコンで表示され，
識別 ID は「BSA-」で始まります。バージョンと世代番号には「0000」が表示されま
す。
● セキュリティ PC にインストールされたアップデートデータは，
「日立プログラムプロ
ダクト」のアイコンで表示され，識別 ID は「SPC-」で始まります。
●「インストール日時／ソフトウェア検索日時」欄は，インストールの方法別に次の日時
が表示されます。
• JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェア
インストールされた日時が表示されます。
• JP1/NETM/DM 以外の方法でインストールしたソフトウェア
［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの
追加と削除］に登録されているソフトウェアの場合，インストールされた日時が表
示されます。それ以外のソフトウェアまたはインストールされた日時が取得できな
いソフトウェアは，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブでソフトウェア情報を取得し
た日時が表示されます。
ただし，UNIX システムにインストールされているソフトウェアの「インストール日
時／ソフトウェア検索日時」は表示されません。
● クライアントのセットアップで，「日立プログラムプロダクトを［アプリケーションの
追加と削除］ソフトウェアとして扱う」チェックボックスをオンにしている場合，同
一の日立プログラムプロダクトの情報が「日立プログラムプロダクト」と「アプリ
ケーションの追加 / 削除」の両方で表示されることがあります。
情報が重複して表示されるときは，表示するソフトウェアを限定してください。表示
するソフトウェアを限定する方法については，「3.2.6(2) 表示するソフトウェアを限
定する」を参照してください。
（b）［ソフトウェアインベントリ］パネル
［ソフトウェアインベントリ］タブを選択すると，［ソフトウェアインベントリ］パネル
が表示されます。
［ソフトウェアインベントリ］パネルの表示例を次の図に示します。
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図 3-26 ［ソフトウェアインベントリ］パネルの表示例

「ファイルを検索」
，「Microsoft Office 製品を検索」，および「ウィルス対策製品を検索」
では，取得できるソフトウェア情報が異なります。また，［ソフトウェアインベントリ］
パネルでは，取得したソフトウェア情報に対する項目名が一部異なります。［ソフトウェ
アインベントリ］パネルで表示される項目と，取得したソフトウェア情報の対応を次の
表に示します。
表 3-1 ［ソフトウェアインベントリ］パネルで表示される項目とソフトウェア情報の対
応
ファイル
を検索

Microsoft Office
製品を検索

ウィルス対策
製品を検索

ソフトウェア名称

○

○

○

製品名

ソフトウェアバージョン

○

○

○

製品バージョン※ 1

会社名

○

○

○

会社名

言語

○

○

○

言語

パス

○

○

○

パス情報

ファイル名

○

−

−

ファイル名称

ファイルバージョン

○

−

−

製品バージョン※ 1

サイズ

○

○

○

ファイルサイズ※ 2

更新日時

○

−

−

更新日時

更新日時（UTC）

○

−

−

更新日時※ 3

検索日時

○

○

○

検索日時

説明

○

−

−

コメント

インストール日時

−

○

○

インストール日時

プロダクト ID

−

○

○

プロダクト ID

登録会社名

−

○

○

登録会社名

［ソフトウェアインベント
リ］パネルの表示項目
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ファイル
を検索

Microsoft Office
製品を検索

ウィルス対策
製品を検索

登録所有者名

−

○

○

登録所有者名

ウィルス検出エンジンバー
ジョン

−

−

○

ウィルス検出エンジ
ンバージョン

ウィルス定義ファイルバー
ジョン

−

−

○

ウィルス定義ファイ
ルバージョン

ウィルス検出の常駐 / 非常駐
設定

−

−

○

ウィルス検出の常駐 /
非常駐設定

［ソフトウェアインベント
リ］パネルの表示項目

ソフトウェア情報

（凡例）
○：取得できる項目
−：取得できない項目
注※ 1
製品バージョンの取得に失敗した場合，ファイルバージョンが表示されます。
注※ 2
Microsoft Office 製品またはウィルス対策製品の場合，製品サイズが表示されます。
注※ 3
UTC 時間が取得されます。

●「Microsoft Office 製品を検索」でソフトウェア情報を取得した場合，Microsoft Office
製品のコンポーネントは表示されません。Microsoft Office 製品のコンポーネントと
は，複数のソフトウェア製品で構成される Microsoft Office の中に含まれている，
Microsoft Word などのソフトウェアです。
●「更新日時」および「更新日時（UTC）
」には，ソフトウェア情報が最後に更新された
日時が表示されます。「更新日時」には，ソフトウェア情報取得時のクライアントの
ローカル時間が表示されます。「更新日時（UTC）
」には，ソフトウェア情報取得時の
UTC 時間が，配布管理システムのローカル時間に変換されて表示されます。
●［インストールパッケージ］タブの「インストールパッケージ一覧」欄，および［ソフ
トウェアインベントリ］タブの「ソフトウェア名称」欄には，先頭から 50 バイトま
での名称が表示されます。ただし，名称が次に示す形式のホットフィックスは，ホッ
トフィックス番号が 50 バイト以内に含まれるよう変換された名称が表示されます。
項番

変換前の名称

1

Windows 2000 ホットフィックス - サポート技術情
報 （KB）xxxxxx

Windows 2000 ホットフィックス KBxxxxxx

2

Windows 2000 ホットフィックス パッケージ [ 詳細
情報は xxxxxx を参照してください ]

Windows 2000 ホットフィックス -

3

Windows XP ホットフィックス サポート技術情報
（KB）xxxxxx

変換後の名称

xxxxxx
Windows XP ホットフィックス KBxxxxxx
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項番

変換前の名称

変換後の名称

4

Windows XP ホットフィックス パッケージ [ 詳細情
報は xxxxxx を参照してください ]

Windows XP ホットフィックス - xxxxxx

5

Windows XP Application Compatibility
Update[Qxxxxxx]

Windows XP ApplicationCompatibility
Update-Qxxxxxx

6

Windows Server 2003 ホットフィックス - サポート
技術情報 （KB）xxxxxx

Windows Server 2003 ホットフィック
ス - KBxxxxxx

7

Windows Server 2003 ホットフィックス パッケージ
[ 詳細情報は xxxxxx を参照してください ]

Windows Server 2003 ホットフィック
ス - xxxxxxx

8

Windows Server 2003 セキュリティの更新 : サポー
ト技術情報 (KB) xxxxxx

Windows Server 2003 セキュリティの
更新 : KBxxxxxx

9

Windows Server 2003 更新 : サポート技術情報 (KB)

Windows Server 2003 更新 : KBxxxxxx

xxxxxx
10

Windows Media Player Hotfix [ 詳細については，

Windows Media Player Hotfix - xxxxxx

xxxxxx を参照してください ]
11

Windows Media Player 9 Hotfix -

Windows Media Player 9 ホットフィックス [ 詳細に
ついては，xxxxxx を参照してください ]

xxxxxx

12

Windows Internet Explorer 7 ホットフィックス
(KBxxxxxx)

Internet Explorer 7 ホットフィックス
KBxxxxxx

13

Windows Internet Explorer 7 セキュリティ更新
（KBxxxxxx）

Internet Explorer 7 セキュリティ更新
KBxxxxxx

14

Windows Internet Explorer 7 セキュリティの更新 :
サポート技術情報 (KB) xxxxxx

Internet Explorer 7 セキュリティ更新
KBxxxxxx

15

Step by Step Interactive Training 用セキュリティ
更新プログラム (KBxxxxxx)

Step by Step Interactive Training KBxxxxxx

（凡例）xxxxxx ：ホットフィックス番号

（2） 表示するソフトウェアを限定する
［システム構成］
，［あて先］および［ディレクトリ情報］ウィンドウにソフトウェア情報
を表示する場合，特定の種類のソフトウェアだけを表示できます。
（a）［インストールパッケージ］パネルの場合
［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの［インストール
パッケージ］パネルでは，［表示］メニューの［表示するソフトウェア］から，表示する
ソフトウェアの種類を選択できます。表示できるソフトウェアの種類は，次のとおりで
す。デフォルトでは，すべて選択されています。
アプリケーションの追加 / 削除
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されて
いる情報を表示します。

176

3.

インベントリ情報を取得する

パッチ情報
コンピュータに適用されているパッチの情報を表示します。
未適用パッチ情報
コンピュータに適用されていないパッチの情報を表示します。
その他のソフトウェア
「アプリケーションの追加 / 削除」
，「パッチ情報」
，および「未適用パッチ情報」のど
れにも該当しない情報を表示します。

「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」の指定と，ソフトウェア
情報の表示を組み合わせると，次のようなソフトウェア管理ができます。
● JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェアだけを管理する
1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，
「JP1/
NETM/DM でインストールしたソフトウェアを検索」を指定し，ソフトウェア情
報を収集します。
図 3-27 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」の指定

2. インストールパッケージ情報を表示し，［表示］−［表示するソフトウェア］で
［アプリケーションの追加 / 削除］および［その他のソフトウェア］だけを選択し
ます。
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図 3-28

ソフトウェア情報の表示の指定

●［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されてい
るソフトウェアだけを管理する
1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，「アプリ
ケーションの追加と削除のソフトウェアを検索」を指定し，ソフトウェア情報を収
集します。
2. インストールパッケージ情報を表示し，
［表示］−［表示するソフトウェア］で
［アプリケーションの追加 / 削除］だけを選択します。
● JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェアと［アプリケーションの追加と削除］
または［プログラムの追加と削除］に記録されているソフトウェアを両方管理する
1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，「JP1/
NETM/DM でインストールしたソフトウェアを検索」を指定し，ソフトウェア情
報を収集します。
2. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，「アプリ
ケーションの追加と削除のソフトウェアを検索」を指定し，再度ソフトウェア情報
を収集します。
3. インストールパッケージ情報を表示し，
［表示］−［表示するソフトウェア］で
［アプリケーションの追加 / 削除］および［その他のソフトウェア］だけを選択し
ます。
● コンピュータに適用されているパッチを管理する
1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，「すべての
ソフトウェアを検索」または「アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検
索」を指定し，ソフトウェア情報を収集します。
2. インストールパッケージ情報を表示し，
［表示］−［表示するソフトウェア］で
［パッチ情報］だけを選択します。
● コンピュータに適用されていないパッチを管理する
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1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，
「すべての
ソフトウェアを検索」または「アプリケーションの追加と削除のソフトウェアを検
索」を指定し，ソフトウェア情報を収集します。
2. インストールパッケージ情報を表示し，［表示］−［表示するソフトウェア］で
［未適用パッチ情報］だけを選択します。
● すべてのソフトウェア情報を管理する
1. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，
「すべての
ソフトウェアを検索」を指定し，ソフトウェア情報を収集します。
2. 「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「検索対象ソフトウェア」として，
「JP1/
NETM/DM でインストールしたソフトウェアを検索」を指定し，再度ソフトウェ
ア情報を収集します。
3. インストールパッケージ情報を表示し，［表示］−［表示するソフトウェア］に表
示されるメニューをすべて選択します。
（b）［ソフトウェアインベントリ］パネルの場合
［システム構成］，
［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの［ソフトウェアイ
ンベントリ］パネルでは，
「ファイルを検索」，
「Microsoft Office 製品を検索」
，および
「ウィルス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報の表示／非表示を，それぞれ切
り替えることができます。
［ソフトウェアインベントリ］パネルを選択したあと，［表示］
メニューの［表示するソフトウェア］から，表示するソフトウェアの種類を選択してく
ださい。

3.2.7 取得したソフトウェア情報の削除
「ソフトウェア情報の取得」ジョブを実行して配布管理システムが情報を取得したあと，
クライアントが不要なソフトウェアを削除した場合など，配布管理システムで取得した
ソフトウェア情報とクライアントのソフトウェア情報が一致しなくなることがあります。
そのような場合，配布管理システムで取得したソフトウェア情報を削除できます。
ただし，「Microsoft Office 製品を検索」または「ウィルス対策製品を検索」で取得した
ソフトウェア情報は削除できません。これらの情報を更新したい場合は，
「Microsoft
Office 製品を検索」または「ウィルス対策製品を検索」を指定したソフトウェア情報の
取得ジョブを再実行してください。
1. ［システム構成］，
［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの左枠で，ソフ
トウェア情報を表示するホストを選択する。
2. 右枠で［インストールパッケージ］タブまたは［ソフトウェアインベントリ］タブを
選択する。
インストールされているソフトウェアの情報が表示されます。
3. 情報を削除するソフトウェアを選択する。
すべてのインストールパッケージ情報，またはすべてのソフトウェアインベントリ情
報を削除したい場合は，ここでソフトウェアを選択する必要はありません。
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4. ［編集］メニューから［インストールパッケージ情報の削除］
（ファイル名で検索した
ときは，［ソフトウェアインベントリ情報の削除］
）を選択する。
選択したメニューに応じて，［インストールパッケージ情報の削除］ダイアログボッ
クスまたは［ソフトウェアインベントリ情報の削除］ダイアログボックスが表示され
ます。
図 3-29 ［ソフトウェアインベントリ情報の削除］ダイアログボックス

5. 削除する情報を選択する。
対象インストールパッケージ情報（ソフトウェアインベントリ）
選択したソフトウェア情報が削除対象として表示されます。ただし，
［ソフト
ウェアインベントリ］パネルで，
「Microsoft Office 製品を検索」または「ウィル
ス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報を選択した場合は表示されませ
ん。
すべての情報を削除する場合は，
「全インストールパッケージ情報」（
「全ソフト
ウェア情報」
）チェックボックスをオンにしてください。
対象ホスト
インストールパッケージ情報（ソフトウェアインベントリ情報）を削除する対象
のクライアントが表示されます。表示する対象がない場合は，
「全クライアント」
チェックボックスがオンになります。
［対象から外す］ボタン
表示されているインストールパッケージ（ソフトウェアインベントリ）またはク
ライアントを削除の対象から外します。
［対象に戻す］ボタン
一度削除の対象から外したインストールパッケージ（ソフトウェアインベント
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リ）またはクライアントを，再度削除の対象とします。
6. ［OK］ボタンをクリックする。
設定した内容に基づいて，情報が削除されます。
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3.3 ユーザインベントリ情報を取得する
ユーザ独自に管理しているクライアントの情報（ユーザインベントリ情報）を，システ
ム情報やソフトウェア情報と同じように，配布管理システムで管理できます。取得した
いユーザ情報の項目は，配布管理システムで独自に設定できます。
取得できるユーザインベントリ情報の内容については，マニュアル「導入・設計ガイド」
の「2.2.3 ユーザインベントリ情報の取得」を参照してください。
ここでは，ユーザインベントリ情報の取得方法について説明します。
なお，JP1/NETM/DM Client（中継システム）では，ユーザインベントリ情報は取得で
きません。

3.3.1

ユーザインベントリ情報の取得手順

ユーザインベントリ情報の取得手順について次に説明します。

（1） ユーザインベントリ項目の作成
ユーザインベントリ情報として管理する項目を［ユーザインベントリ項目作成］ダイア
ログボックスで作成します。ユーザインベントリ項目はクライアントでの入力方法に
よって，次の 3 種類に分けられます。
•「使用者名」など，クライアントユーザが文字列を入力する項目
•「所属部署」など，クライアントユーザが決められた選択肢から選択する項目
• 決められた選択肢から選択することも，文字列を入力することもできる項目
また，複数のユーザインベントリ項目を関連づけて，ある項目の特定の選択肢を選んだ
とき，それに関連するものだけを別の項目の選択肢として表示することもできます。例
えば，ユーザインベントリ項目に「部」と「課」があった場合，特定の部を選択すると，
その部内の課だけを「課」の選択肢として表示できます。
ユーザインベントリ項目の作成方法については，「3.3.2

ユーザインベントリ項目の作

成」を参照してください。

（2） ユーザインベントリ項目の配布
作成したユーザインベントリ項目をクライアントに配布するには次の 2 種類の方法があ
ります。
•「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行する。
• ユーザインベントリ項目をパッケージングしてリモートインストールする。
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行する場合，ユーザインベントリ項目に情
報を入力した状態で，配布することができます。ユーザインベントリ情報のうち，クラ
イアントで入力する必要がない情報は配布管理システムのデータベースへ一括して入力
しておくと，ユーザインベントリ項目の配布時に入力された情報をユーザインベントリ
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項目に反映してクライアントに配布します。
配布管理システムのデータベースにユーザインベントリ情報を一括して入力する方法に
ついては，「3.3.5 ユーザインベントリ情報の CSV 形式ファイル入力」を参照してくだ
さい。

（3） クライアントでのユーザインベントリ情報の入力
クライアントでは［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスで，ユーザ情
報を入力します。このダイアログボックスは，クライアントで［スタート］メニューか
ら［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］アイコンを選択すると表示されます。また，次の
タイミングで自動的に表示させることができます。
• ユーザインベントリ項目の配布後，クライアントが起動したとき
•「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブが定期的に実行されるとき
なお，これらのタイミングで表示させるには，クライアントのセットアップの［通知ダ
イアログ］パネルの「ユーザ情報設定ダイアログの表示」で，次のチェックボックスを
オンにしておく必要があります（デフォルトはオンです）
。
•「起動時のユーザ情報設定ダイアログ」チェックボックス
•「ユーザ情報定期取得時のユーザ情報設定ダイアログ」チェックボックス
図 3-30 ［通知ダイアログ］パネル
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クライアントの［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスには，取得した
ユーザインベントリ情報が常に最新の状態で表示されます。ユーザインベントリ項目を
すべて空欄にして［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスを表示させた
い場合は，ユーザインベントリ項目を再作成する必要があります。
ユーザインベントリ項目を再作成する場合は，既存の項目とは異なる名称にしてくださ
い。既存のユーザインベントリ項目の名称を使用すると，以前にユーザが入力した情報
が自動的に表示されます。

（4） ユーザインベントリ情報の取得
ユーザインベントリ情報は，次に示す 2 種類のジョブで取得できます。
•「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブ
•「システム情報の取得」ジョブ
（a）「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブを使用する
「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブをクライアントで定期的に実行させると，クラ
イアントではジョブが実行されるたびに，［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアロ
グボックスが表示されます。
また，ジョブ作成時に［スケジュール］パネルから表示される［実行日時の詳細設定］
ダイアログボックスで，「エンドユーザが変更時，サーバ側に反映する」を選択すると，
ユーザインベントリ情報がクライアントで変更された時点で，配布管理システムに変更
内容が通知されます。さらに「ジョブ実行時，情報に変更がないとサーバ側に反映しな
い」を選択すると，初回のジョブ実行時はすべてのユーザインベントリ情報を配布管理
システムへ通知しますが，以降のジョブ実行時，ユーザインベントリ情報に変更があっ
た場合だけ全情報を通知し，変更が無い場合は通知しません。したがって，ネットワー
クの負荷が軽減できます。
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図 3-31 ［実行日時の詳細設定］ダイアログボックス

このように，「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブを実行すれば，配布管理システム
では，常に最新のユーザインベントリ情報を管理できます。
（b）「システム情報の取得」ジョブを使用する
「システム情報の取得」ジョブを使用すると，システム情報と合わせてユーザインベント
リ情報が取得できます。

（5） 配布管理システムを階層化したシステムでのユーザインベントリ情
報の取得
配布管理システムを階層化したシステムでは，マネージャと中継マネージャとで別々の
ユーザインベントリ項目を取得できます。
ユーザインベントリ項目はマネージャと中継マネージャとでそれぞれ作成しますが，ク
ライアントに配布するときはマネージャの項目と中継マネージャの項目がまとめて配布
されます。中継マネージャでは，ユーザインベントリ項目を作成する［ユーザインベン
トリ項目作成］ダイアログボックスで，マネージャの取得項目を参照できます。マネー
ジャで取得する項目を中継マネージャでも取得したい場合は，共通管理項目として設定
できます。
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図 3-32 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブを実行すると，クライアントからはすべての情
報が通知されますが，マネージャへはマネージャで取得する項目だけが転送され，マ
ネージャのリレーショナルデータベースへ反映されます。マネージャの［システム構
成］，
［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウでは，マネージャが取得する
ユーザインベントリ情報だけが確認できます。また，中継マネージャでは，中継マネー
ジャで取得する項目，および共通管理項目だけが中継マネージャのリレーショナルデー
タベースへ反映されます。
配布管理システムを階層化したシステムでのユーザインベントリ情報の取得を次の図に
示します。
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配布管理システムを階層化したシステムでのユーザインベントリ情報の取得

3.3.2 ユーザインベントリ項目の作成
ユーザインベントリ情報を取得するには，取得するユーザインベントリ項目のリストを
配布管理システムで作成し，クライアントに配布しておく必要があります。
ユーザインベントリ項目の作成では，どのような項目を，クライアントユーザにどのよ
うに入力させるかを設定します。ユーザインベントリ項目は 255 個まで作成できます。

（1） ユーザインベントリ項目の作成方法
ユーザインベントリ項目の作成方法について説明します。
1. ［システム構成］，
［あて先］，
［パッケージ］，
［ジョブ定義］，
［ジョブ実行状況］，また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウで，
［オプション］−［ユーザインベントリの編
集］を選択する。
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-34 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

2. 「項目名称」欄の「項目」を選択し，
［追加］ボタンをクリックする。
［項目の追加］ダイアログボックスが表示されます。
図 3-35 ［項目の追加］ダイアログボックス

3. 項目名称を入力する。
項目名称は半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。次に示す半角記号お
よびタブ文字は使用できません。
「¥」
「/」「*」
「"」「'」
「:」「;」「,」
「&」「%」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
項目名称は管理上のキー名称になるため，設定後は変更できません。また，ほかの
ユーザインベントリ項目の項目名称と重複する値は設定できません。
なお，システム情報およびレジストリ情報で使用している項目とは異なる名称を設定
してください。同じ名称を設定すると，インベントリビューアでの表示や集計が正し
く実行されないおそれがあります。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-36 ［項目設定］ダイアログボックス

5. 項目に対するクライアント側での入力方法などを設定する。
項目名称
［項目の追加］ダイアログボックスで設定した項目名称が表示されます。項目名
称は変更できません。
ラベル
ラベルは，配布管理システムとクライアントで表示される名称です。ほかのユー
ザインベントリ項目のラベルと重複する値は，設定できません。
ラベルは半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。次に示す半角記号
およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」「:」
「;」「,」
「&」「%」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
コメント
コメントを半角で 255 文字（全角で 127 文字）まで入力できます。半角の「;」
，
「%」およびタブ文字は使用できません。
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
入力方法
クライアント側の入力方法を指定します。
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テキスト入力
端末使用者名など，クライアント側で任意の文字列を入力させる項目の場合に選
択します。
選択入力
部署名など，クライアント側で選択させる項目の場合に選択します
選択入力（テキスト入力も可）
クライアント側で，固定的な項目を選択することも，任意のテキストを入力する
こともできる項目の場合に選択します。この入力方法を指定する場合は，「コメ
ント」欄に，クライアントユーザに対する入力ガイダンスを書いておくと，わか
りやすいでしょう。
選択項目の設定
「選択入力」または「選択入力（テキスト入力も可）」を選択した場合，選択項目
を設定します。
選択項目は，1 項目につき半角で 200 文字（全角で 100 文字）まで入力できま
す。選択項目は，選択項目の合計値が 51,254 バイト以内であれば，幾つでも作
成できます。
選択項目の合計値を求める計算式の例を次に示します。

なお，次に示す半角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」「:」
「;」「,」「&」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
［追加］ボタン
選択項目を作成するには，選択項目を入力して［追加］ボタンをクリックしま
す。なお，選択項目の合計値が 51,254 バイトを超えた場合，
［追加］ボタンをク
リックしても，入力した選択項目の追加登録はできません。
［削除］ボタン
選択した選択項目を削除します。
［ソート］ボタン
「選択入力」または「選択入力（テキスト入力も可）」を選択した場合に使用でき
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ます。このボタンをクリックすると，選択項目を名称順にソートします。初回は
昇順，次回は降順にソートされ，ボタンをクリックするたびに繰り返されます。
いったん［ソート］ボタンをクリックすると元には戻りません。ソートを無効に
するには［キャンセル］ボタンをクリックしてください。したがって，項目の入
力後，いったん［OK］ボタンをクリックして項目を保存したあとにソートする
ことをお勧めします。
テキスト入力できる文字を限定する
入力方法として，「テキスト入力」または「選択入力（テキスト入力も可）
」を選
択した場合，クライアントユーザが入力できる文字を限定できます。詳細は，
「(2) クライアントユーザが入力する文字の制限」を参照してください。
項目を必須入力とする
クライアントユーザが必ず入力する必要のある項目に設定できます。
6. ［OK］ボタンをクリックする。
設定した項目が，
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスに追加されま
す。
図 3-37 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

（2） クライアントユーザが入力する文字の制限
［項目設定］ダイアログボックスで「テキスト入力できる文字を限定する」を選択する
と，ダイアログボックスが次のように広がり，クライアントユーザが入力できる文字を
制限する設定ができます。
クライアントユーザが入力できる文字の種類を，大文字，小文字，半角，全角などに限
定することによって，取得したユーザインベントリ情報を集計や，ほかの用途に利用す
る場合に，より有用なデータとすることができます。例えば，ユーザインベントリ情報
を集計するとき，同じ情報が，全角と半角の違いだけで別情報として扱われることを防
ぐことができます。
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図 3-38 ［項目設定］ダイアログボックス

設定方法は次のとおりです。
1. 「サンプルを選んでください」リストボックスから，サンプルを選択する。
選択したサンプルに応じて，「入力できる文字の種類」が自動的に設定されます。
2. 必要に応じて，「入力できる文字の種類」を変更する。
クライアントユーザは，チェックのついている文字種だけを入力できます。ただし，
ここでの設定に関係なく，次に示す半角記号とタブ文字は使用できません。
「¥」
「/」「*」
「"」「:」
「;」「,」「&」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
「入力できる文字の種類」の「その他すべて」をチェックすると，上記以外の記号を
入力できるようになります。
「入力方法」で「選択入力（テキスト入力も可）
」を選択している場合は，選択項目の
テキストと「入力できる文字の種類」が矛盾しないように設定してください。

（3） ユーザインベントリ項目の関連づけについて
複数のユーザインベントリ項目を関連づけておくことで，クライアントユーザの入力支
援ができます。例えば，次の図のような組織の場合，通常のユーザインベントリ項目の
「部」と「課」を作成すると，クライアントユーザがユーザ情報を入力するとき，どの部
を選択しても，「課」には八つの選択項目が表示されます。しかし，
「部」と「課」の選
択項目を組織図どおりに関連づけておくと，クライアントユーザがユーザ情報を入力す
るとき，「課」には，
「部」で選択した部内の課だけが表示されます。
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ユーザインベントリ項目の関連づけ

このように，ユーザインベントリ項目の下位に別のユーザインベントリ項目を関連づけ，
上位項目の選択項目と下位項目の選択項目を関連づけることを，ユーザインベントリ項
目の階層化と呼びます。
項目の階層化によって，クライアントユーザは，限られた選択項目の中から該当する選
択項目を探せます。また，間違った選択項目を選ぶ可能性も減ります。
階層化できるユーザインベントリ項目は，クライアントの入力方法が「選択入力」の項
目だけで，10 階層まで作成できます。

（4） 選択項目についての注意事項
階層化したユーザインベントリ項目の選択項目を作成するときは，次のことに注意して
ください。
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（a） 選択項目名が重複する場合
同じユーザインベントリ項目内に，重複する選択項目値は設定できません。ただし，最
下位層のユーザインベントリ項目で，関連する上位選択項目が異なるときは，重複する
選択項目値を設定できます。重複する選択項目値の扱いについて，次の図に示します。
図 3-40

重複する選択項目値の扱い方

中間層に同じ部署名があるような場合の選択項目名は，次の図で示すように，上位選択
項目名を前に付けるなどの対処方法を検討してください。
図 3-41

選択項目名の付け方例

また，中間層の選択項目をとばして，その上位の選択項目と下位の選択項目を直接関連
づけることはできません。
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（b） 選択項目の合計サイズの制限
一つのユーザインベントリ項目に設定できる選択項目の合計サイズには，制限がありま
す。選択項目の作成時に，設定した選択項目の合計サイズが計算され，上限値を超えた
選択項目は作成できません。
階層化したユーザインベントリ項目の選択項目を作成する場合，選択項目の合計サイズ
は 2 段階でチェックされます。
1. 階層内の選択項目の合計サイズ
まず，一つの階層内での選択項目の合計サイズがチェックされます。最上位の階層の
選択項目は，このチェックだけ適用されます。
2. 下位層の選択項目の合計サイズ
次に，2 階層目より下の階層では，一つ上の階層の選択項目名も含めて合計サイズが
チェックされます。
選択項目の合計サイズの計算式について説明します。
● 階層内の選択項目の合計サイズ
一つの階層で設定できる選択項目のサイズの合計は，51,254 バイト以内です。上位の
選択項目と関連づけられていない選択項目も算定対象です。
計算式を次に示します。
51,254 バイト >= 選択項目のサイズの合計 + 区切り文字数※
注※

区切り文字数は，選択項目を区切るコンマの数を示します。（選択項目の個数 -

1）で算出します。
階層内の選択項目の合計サイズを求める計算式を，次の図に示します。
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図 3-42

階層内の選択項目の合計サイズを求める計算式

● 下位層の選択項目の合計サイズ
下位層の選択項目の場合，選択項目の合計サイズには一つ上の階層の選択項目名も加
算されます。この場合のサイズの合計は，102,509 バイト以内です。上位項目と関連
づけられていない選択項目の場合は，下位層の選択項目名だけが算定対象です。
計算式を次に示します。
102,509 バイト >= 上位項目の選択項目名 1 のサイズ + ¥ + 下位層の選択項目名 1 のサ
イズ +・・
（略）・・+ 上位項目の選択項目名 n のサイズ + ¥ + 下位層の選択項目名 1
のサイズ + 関連づけられていない選択項目名のサイズ + 区切り文字数※
注※

区切り文字数は，選択項目を区切るコンマの数を示します。
（選択項目の個数 -

1）で算出します。
下位層の選択項目の合計サイズを求める計算式を，次の図に示します。
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下位層の選択項目の合計サイズを求める計算式

なお，選択項目の合計サイズが「階層内の選択項目の合計サイズ」と「下位層の選択項
目の合計サイズ」のどちらか一方，または両方のサイズ制限を超えた場合，画面に警告
メッセージが表示されます。警告メッセージに従って，対処してください。
（c） 下位層に関連づけられた選択項目が無い場合
下位層に関連づけられた選択項目が無い場合，クライアント側でユーザ情報を入力する
とき，その項目は非活性になります。例えば，図 3-39 の場合，
「総務部」−「秘書課」
を順に選択すると，
「係」項目は非活性となり，クライアントユーザは入力の必要がなく
なります。
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（5） 階層化したユーザインベントリ項目の作成手順
階層化したユーザインベントリ項目を作成する場合の手順を説明します。ユーザインベ
ントリ項目は，最上位項目から順番に作成してください。最上位項目と最下位項目を作
成したあと，中間位の項目を作成することはできません。
（a） 最上位項目を作成する
階層化したユーザインベントリ項目を作成するには，最上位項目から順に作成します。
最上位項目を作成する方法は，通常のユーザインベントリ項目を作成する方法と同じで
すので，「(1) ユーザインベントリ項目の作成方法」を参照してください。ただし，いっ
たん追加した選択項目を編集する方法は，下位項目を作成する場合と同じですので，「(b)
下位項目を作成する」を参照してください。
なお，最上位項目を作成するときは，次のことに注意してください。
•「入力方法」では「選択入力」を選択してください。
•「項目を必須入力とする」属性は，最上位項目だけで設定できます。下位項目は，最上
位項目の属性を引き継ぎます。
（b） 下位項目を作成する
ユーザインベントリ項目の下位項目を作成する方法について説明します。
1. ［システム構成］
，［あて先］
，［パッケージ］
，［ジョブ定義］
，［ジョブ実行状況］また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウで，［オプション］−［ユーザインベントリの編
集］を選択する。
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスが表示されます。
階層化した項目は，「項目名称」欄に階層構造で表示されます。項目名称の前に付い
ているアイコン内の番号は，階層を表します。
図 3-44 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

2. 「項目名称」欄で，上位項目を選択し，
［追加］ボタンをクリックする。
［項目の追加］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-45 ［項目の追加］ダイアログボックス

3. 「項目の追加位置」として「最下位の項目として追加」が選択されていることを確認
し，項目名称を入力する。
項目名称
項目名称は半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。次に示す半角記
号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」「:」
「;」「,」「&」
「%」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
項目名称は管理上のキー名称になるため，設定後は変更できません。また，ほか
のユーザインベントリ項目の項目名称と重複する値は設定できません。
項目の追加位置
項目を階層化するかどうかを指定します。［ユーザインベントリ項目作成］ダイ
アログボックスで，自管理項目で「選択入力」に設定された項目を選択した場合
にだけ，活性化されます。
独立項目として追加
ほかのユーザインベントリ項目と関連しない，通常のユーザインベントリ項目と
して追加します。
最下位の項目として追加
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスで選択した項目の最下位に，
項目を追加します。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-46 ［項目設定］ダイアログボックス

5. ラベルおよびコメントを入力する。
項目名称
［項目の追加］ダイアログボックスで設定した項目名称が表示されます。項目名
称は変更できません。
ラベル
ラベルは，配布管理システムとクライアントで表示される名称です。ほかのユー
ザインベントリ項目のラベルと重複する値は，設定できません。
ラベルは半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。次に示す半角記号
およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」「:」「;」
「,」「&」
「%」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
コメント
コメントを半角で 255 文字（全角で 127 文字）まで入力できます。半角の「;」
，
「%」およびタブ文字は使用できません。
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
6. 選択項目を設定する。
「選択項目の設定」欄には，現在追加している項目と関連する，すべての項目の選択
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項目が階層構造で表示され，編集できます。選択項目名の前に付いているアイコン内
の番号は，階層を表します。
選択項目は，半角で 200 文字（全角で 100 文字）まで入力できます。次に示す半角記
号およびタブ文字は使用できません。
「¥」
「/」「*」
「"」「'」
「:」「;」「,」
「&」
また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
［追加］ボタン
上位の関連づけたい選択項目を選択して［追加］ボタンをクリックすると，［選
択項目の追加］ダイアログボックスが表示されます。選択項目を入力して［OK］
ボタンをクリックすると，入力した選択項目が「選択項目の設定」欄に反映され
ます。
［選択項目の追加］ダイアログボックスでは，複数の選択項目を一括入力できま
す。改行までが一つの選択項目とみなされます。また，テキストデータや CSV
形式データをコピーし，貼り付けることもできます。
［選択項目の追加］ダイアログボックスで複数の選択項目を追加しようとして，
選択項目の合計値が上限を超えた場合，上限値以内の選択項目だけを追加するか
どうか選択できます。上限値の詳細については，「(4)(b) 選択項目の合計サイズ
の制限」を参照してください。
［変更］ボタン
選択項目を選択して［変更］ボタンをクリックすると，変更可能な状態になりま
す。
選択項目の名称を変更しようとして，選択項目の合計値が上限値を超えた場合，
その選択項目の名称は変更できません。選択項目名の長さを調整し，再入力して
ください。上限値の詳細については，「(4)(b)

選択項目の合計サイズの制限」を

参照してください。
［削除］ボタン
選択した選択項目を削除します。選択項目に関連づけられた下位の選択項目もす
べて削除されます。
［↑］［↓］ボタン
選択項目を選択して［↑］または［↓］ボタンをクリックすると，表示順を変更
できます。関連づけられた下位の選択項目も同時に移動します。クライアント側
でユーザ情報を入力するとき，［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログ
ボックスには，ここで表示されている順に選択項目が表示されます。
［ソート］ボタン
選択項目を選択して，このボタンをクリックすると，関連づけられている下位の
選択項目が名称順にソートされます。初回は昇順，次回は降順にソートされ，ボ
タンをクリックするたびに繰り返されます。いったん［ソート］ボタンをクリッ
クすると元には戻りません。ソートを無効にするには［キャンセル］ボタンをク
リックしてください。したがって，項目の入力後，いったん［OK］ボタンをク
リックして項目を保存したあとにソートすることをお勧めします。
［プロパティ］ボタン
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選択した選択項目の属しているユーザインベントリ項目の名称，ラベル名，作成
済みの選択項目数などの情報が表示されます。
「選択項目の設定」欄では，同じユーザインベントリ項目内（同じ階層内）であれば，
ドラッグ & ドロップ操作で，選択項目をコピーまたは移動することもできます。その
場合，選択項目に関連づけられた下位の選択項目も同時にコピーまたは移動します。
コピーしようとして，選択項目の合計が上限値を超えた場合，上限値以内の選択項目
だけをコピーするかどうか選択できます。上限値の詳細については，「(4)(b) 選択項
目の合計サイズの制限」を参照してください。
7. 選択項目を設定し終わったら，［OK］ボタンをクリックする。
設定した項目が，［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスに追加されま
す。
（c） 既存のユーザインベントリ項目を階層化する
作成済みのユーザインベントリ項目を階層化できます。ただし，階層化できる項目は，
クライアント側の入力方法が「選択入力」の項目だけです。また，「項目を必須入力とす
る」属性は，最上位項目の属性を引き継ぎます。
作成済みのユーザインベントリ項目を階層化する方法は，次のとおりです。
1. ［システム構成］
，［あて先］
，［パッケージ］
，［ジョブ定義］
，［ジョブ実行状況］また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウで，［オプション］−［ユーザインベントリの編
集］を選択する。
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「項目名称」欄で，下位項目にするユーザインベントリ項目を，上位項目にするユー
ザインベントリ項目にドラッグ & ドロップする。
［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
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図 3-47 ［項目設定］ダイアログボックス

「選択項目の設定」欄には上位項目の選択項目が表示され，「関連づけられていない選
択項目」欄には下位項目の選択項目が表示されています。ただし，上位項目の中に，
関連づけられていない選択項目が残っていた場合は，その選択項目も「関連づけられ
ていない選択項目」欄に表示されます。選択項目名の前に付いているアイコン内の番
号は，階層を表します。
3. 上位項目の選択項目と下位項目の選択項目を関連づける。
「関連づけられていない選択項目」欄の選択項目を，「選択項目の設定」欄の関連づけ
たい選択項目に，ドラッグ & ドロップで移動します。複数の選択項目を同時に移動す
ることもできます。異なる階層への移動はできません。
移動先に同じ選択項目があった場合，
「選択項目の設定」欄の選択項目はそのまま残
され，
「関連づけられていない選択項目」欄の選択項目は削除されます。
4. 「関連づけられていない選択項目」欄に不要な選択項目が残った場合は，［削除］ボタ
ンで削除する。
「関連づけられていない選択項目」に選択項目が残ったまま編集を終了すると，クラ
イアント側でユーザ情報を入力するとき，上位項目で選んだ選択項目に関係なく，常
に下位項目の選択項目として，関連づけられていない選択項目が表示されることにな
ります。
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また，「選択項目の設定」欄と「関連づけられていない選択項目」欄に，同じ階層の
重複値があった場合，保存するときに「関連づけられていない選択項目」欄の重複値
が削除されます。
5. ［OK］ボタンをクリックする。
ユーザインベントリ項目が階層化されます。
ここで［キャンセル］ボタンをクリックすると，［ユーザインベントリ項目作成］ダ
イアログボックスでのドラッグ & ドロップ操作もキャンセルされます。
（d） 階層化したユーザインベントリ項目を階層から切り離す
階層化しているユーザインベントリ項目の最下位項目を，階層から切り離し，独立した
項目に変更できます。
このとき，最下位項目の選択項目は，上位項目の選択項目との関連づけが解除され，通
常の選択項目になります。また，重複した選択項目があった場合は，一つの選択項目に
まとめられます。「項目を必須入力とする」属性は，元の最上位項目の属性を引き継ぎま
す。
階層化したユーザインベントリ項目を独立した項目にするには，［ユーザインベントリ項
目作成］ダイアログボックスの「項目名称」欄で，最下位項目を，「項目」にドラッグ &
ドロップします。
図 3-48 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

（6） ユーザインベントリ項目のインポートおよびエクスポート
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスからユーザインベントリ項目を作成
するには，1 個ずつ項目を入力していくため，選択項目の作成には手間が掛かります。こ
のような場合，ユーザインベントリ項目をファイルで編集することで，ユーザインベン
トリ項目の選択項目などを一括して作成できます。
次に既存のユーザインベントリ項目を更新する場合と新規に作成する場合ごとに編集の
手順を示します。
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（a） 既存のユーザインベントリ項目を更新する場合
既存のユーザインベントリ項目を更新する場合は，既存のユーザインベントリ項目を
ファイルにエクスポートして編集し，ファイルをインポートして戻すことで更新します。
1. ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスの［エクスポート］ボタンから，
任意の場所にファイルを出力する。
2. ファイルをテキストエディタで開く。
編集する前の状態でファイルを別名で保存しておいてください。その後，変更する行
または追加する行以外の変更しない項目の行を削除してください。
3. 行を編集してファイルを保存する。
4. ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスの［インポート］ボタンから編
集したファイルをインポートして，ユーザインベントリ項目として反映する。
インポートして作成したユーザインベントリ項目には次の制限があります。
• 上位管理項目および共通管理項目を更新することができません。また，エクスポー
トによって上位管理項目および共通管理項目を出力できません。
• コメントに改行を含んだ文字列の入力はできません。
• クライアントが入力できる文字を制限する設定はできません。ただし，既存の項目
を更新する場合，既存の文字制限の種類を引き継ぎます。新規に追加する場合は，
文字の種類を制限しない設定になります。
• すでに階層化しているユーザインベントリ項目のうち，上位項目の選択項目は追
加，変更，および削除できません。
以上の制限を解消するには，ユーザインベントリ項目作成ダイアログボックスから
ユーザインベントリ項目を再編集してください。
（b） 新規にユーザインベントリ項目を作成する場合
新規にユーザインベントリ項目を作成する場合は，1 項目だけ作成しておき，それをコ
ピーして作成します。なお，パラメタファイルから新規に作成してインポートしても作
成できます。パラメタファイルの作成方法については，
「(c) インポートとエクスポート
で使用するファイル形式」を参照してください。
1. ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスからユーザインベントリ項目を 1
項目だけ作成する。
2. ［エクスポート］で任意の場所にファイルを出力する。
3. テキストエディタでファイルを開き，作成した項目をコピー & ペーストして新たな項
目を追加する。
4. ファイルを［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスからインポートす
る。
新規に追加した項目は最後尾に追加されます。
（c） インポートとエクスポートで使用するファイル形式
ユーザインベントリ項目のインポートとエクスポートで使用するファイル形式を，通常
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のユーザインベントリ項目と階層化したユーザインベントリ項目に分けて示します。
なお，パラメタの入力規則については，マニュアル「運用ガイド 2」の「4.25

パラメタ

ファイルの作成」を参照してください。
通常のユーザインベントリ項目のファイル形式
USER_INVENTORY { { item = 項目名称 label = ラベル comment = コメン
ト require = YまたはN insert = YまたはN select = 選択項目1; 選択項目
2; 選択項目3; … } }
• item = 項目名称
項目名は半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。指定できる最大個
数は 255 個です。次に示す半角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」
「"」「'」
「:」「;」
「,」「&」「%」
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。なお，項目名称
は管理上のキー名称になるため，設定後は変更できません。
• label = ラベル
ラベルを半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで指定できます。なお，次に示す半
角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」
「"」「'」
「:」「;」
「,」「&」「%」
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。
ラベルは，配布管理システムとクライアントで表示される名称になります。
• comment = コメント
コメントを半角で 255 文字（全角で 127 文字）まで入力できます。半角の「;」
，
「%」およびタブ文字は使用できません。
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。
• require = Y（y）または N（n）
この項目がクライアント側で必須入力項目かどうかを示します。指定しない，ま
たは N（または n）を指定した場合は任意入力項目を示します。
• insert = Y（y）または N（n）
選択入力に加えて，テキスト入力できるかどうかを示します。指定しない，また
は N（または n）を指定した場合は選択入力だけであることを示します。
• select = 選択項目 1; 選択項目 2; 選択項目 3; …
選択項目を示します。複数の選択項目を指定する場合は，
「;」で区切って複数の
選択項目を並べるか，または選択項目単位に改行して並べます。
ファイル作成例（通常のユーザインベントリ項目の場合）
通常のユーザインベントリ項目の場合のファイル作成例を次に示します。
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ファイル作成例（通常のユーザインベントリ項目の場合）

階層化したユーザインベントリ項目のファイル形式
USER_INVENTORY { { item = 項目名称 label = ラベル comment = コメン
ト require = YまたはN select = 選択項目1; 選択項目2; 選択項目3; …
upper_item=上位項目名称 relation { { upper_select=上位項目の選択項目
selectable=上位選択項目と関連づけられている選択項目 } } } }
• item = 項目名称
項目名は半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで入力できます。指定できる最大個
数は 255 個です。次に示す半角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」「"」
「'」
「:」「;」
「,」「&」
「%」
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。なお，項目名称
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は管理上のキー名称になるため，設定後は変更できません。
• label = ラベル
ラベルを半角で 64 文字（全角で 32 文字）まで指定できます。なお，次に示す半
角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」「/」
「*」
「"」「'」
「:」「;」
「,」「&」
「%」
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。
ラベルは，配布管理システムとクライアントで表示される名称になります。
• comment = コメント
コメントを半角で 255 文字（全角で 127 文字）まで入力できます。半角の「;」
，
「%」およびタブ文字は使用できません。
また，文字列の末尾の全角および半角スペースは無視されます。
• require = Y（y）または N（n）
この項目がクライアント側で必須入力項目かどうかを示します。指定しない，ま
たは N（または n）を指定した場合は任意入力項目を示します。下位項目では，
最上位項目と同じ値を設定する必要があります。
• select = 選択項目 1; 選択項目 2; 選択項目 3; …
選択項目を示します。複数の選択項目を指定する場合は，
「;」で区切って複数の
選択項目を並べるか，または選択項目単位に改行して並べます。
• upper_item= 上位項目名称
上位項目の項目名称を指定します。指定できるのは，選択入力の項目だけです。
下位項目では必ず指定してください。
• relation
選択項目間の関連づけを設定することを示します。下位項目では必ず設定してく
ださい。{ } 内に upper_select と selectable をペアで指定します。
• upper_select= 上位項目の選択項目
上位項目の選択項目を指定します。下位項目では必ず指定してください。
• selectable= 上位選択項目と関連づけられている選択項目
upper_select で指定した上位選択項目と関連づけられている選択項目を指定しま
す。複数の選択項目を指定する場合は，
「;」で区切って複数の選択項目を並べる
か，または選択項目単位に改行して並べます。下位項目では必ず指定してくださ
い。
ファイル作成例（階層化したユーザインベントリ項目の場合）
次の階層化した 3 個のユーザインベントリ項目を例に，ファイル形式を示しま
す。
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階層化したユーザインベントリ項目の例
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図 3-51

ファイル作成例（階層化したユーザインベントリ項目の場合）

（d） インポートとエクスポート時の注意事項
● エラーが発生した場合，エラー原因などの詳細情報をイベントログに出力します。イ
ベントビューアのアプリケーションログでソース名「NetmDm Utility」の最新のイベ
ントの内容を参照してください。
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●「選択入力（テキスト入力も可）
」を選択している項目で入力できる文字を制限してい
る場合，インポートの際に「select パラメタ」で指定する選択項目のテキストが文字
制限に違反しないように入力してください。制限外の文字を入力した場合は，再度入
力し直すか，または［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスで文字制限
の設定をやり直してください。
●「select パラメタ」に指定できる選択項目の上限は，合計 51,254 バイト以内です。上
位の選択項目がある場合，「upper_select パラメタ」および「selectable パラメタ」を
合計した値の上限は 102,509 バイト以内です。上限を超えた場合はインポート時にエ
ラーになるので，上限以内に選択項目の長さを修正し，再度インポートしてください。

（7） 配布管理システムを階層化したシステムでのユーザインベントリ項
目のマージ
配布管理システムを階層化したシステムでは，マネージャと中継マネージャとで別々の
ユーザインベントリ項目を作成できます。
（a） 中継マネージャでのユーザインベントリ項目のマージ
中継マネージャでは，マネージャから転送されたユーザインベントリ項目がある場合，
中継マネージャのユーザインベントリ項目と次の規則でマージされます。
●「項目名称」と「ラベル」が両方とも同じ項目は，共通管理項目となります。その際，
コメントや入力方法の設定が異なる場合は，上位マネージャの設定が有効になります。
ただし，
「項目を必須入力とする」の設定は，どちらかが必須入力項目に設定していれ
ば必須入力項目になります。
●「項目名称」または「ラベル」のどちらかが同じ場合は，マネージャから転送された項
目が無効になり，ユーザインベントリ項目には追加されません。また，マネージャで
実行した「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブはエラーとなります。
● 階層化したユーザインベントリ項目は，次の規則でマージされます。
上位マネージャで作
成した項目

中継マネージャで作
成した項目

中継マネージャでのマージ処理

A

A-B

エラー

A

B-A

エラー

A-B

A

中継マネージャの A は上位マネージャの A-B に置き換
えられ，すべての項目が共通管理項目になる。

B-A

A

中継マネージャの A は上位マネージャの B-A に置き換
えられ，すべての項目が共通管理項目になる。

A-C

A-B

中継マネージャの A-B は上位マネージャの A-C に置き
換えられ，すべての項目が共通管理項目になる。中継
マネージャ上の項目 B は削除されることになる。

注
A，B，C は項目を表し，A-B，B-A，A-C は階層化した項目を表します。
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また，「項目名称」と「ラベル」が同じ項目を，同じ項目とみなしています。

● 上位管理項目は，
「ユーザインベントリフォーム一覧」の最後尾に追加されます。ただ
し，上位マネージャで作成した階層化された項目は，管理属性に関係なく，最後尾に
追加されます。
マージされた結果は［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスで確認できま
す。
図 3-52 ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス

ユーザインベントリ項目の取得元は，「属性」欄に次のように表示されます。
上位管理項目
マネージャが取得する項目です。
自管理項目
中継マネージャが取得する項目です。
共通管理項目
マネージャと中継マネージャの両方で取得する項目です。
（b） 中継マネージャでの管理項目の変更
中継マネージャでは，上位管理項目を共通管理項目にしたり，共通管理項目を上位管理
項目に戻したりできます。
上位管理項目および共通管理項目の削除や設定内容の変更はできません。ただし，上位
マネージャが任意入力に設定している項目を，必須入力項目に変更して，共通管理項目
にすることはできます。このように変更した項目を，再度，上位管理項目に戻す場合は，
任意入力項目に戻した上で，上位管理項目に戻してください。
階層化したユーザインベントリ項目の場合，上位マネージャで作成した項目への追加，
削除はできません。また，管理属性を変更する場合は，最上位項目で属性を変更してく
ださい。下位項目は，最上位項目の管理属性を引き継ぎます。
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なお，管理属性に関係なく，項目の並び順は［↑］または［↓］ボタンで変更できます。
管理属性の変更方法は，次のとおりです。
1. ［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックスで，属性を変更する項目を選択
し［変更］ボタンをクリックする。
［項目設定］ダイアログボックスが表示されます。
図 3-53 ［項目設定］ダイアログボックス

2. 「項目属性」の「上位管理項目を自身でも管理する」チェックボックスをオンまたは
オフにする。
「上位管理項目を自身でも管理する」は，対象となる項目が上位管理項目または共通
管理項目の場合に活性化されます。上位のマネージャが管理している項目を自システ
ムでも管理したい場合は，オンにしてください。上位管理項目が共通管理項目となり
ます。逆に，共通管理項目を自システムで管理する必要がなくなった場合は，オフに
してください。その項目は上位管理項目となります。
3. 必要に応じて，
「項目を必須入力とする」を変更する。

（8） ユーザインベントリ項目を作成するときの注意事項
● 多国語環境でユーザインベントリ情報を管理する場合，項目を作成するとき，入力項
目をすべて半角英数字で入力してください。日本語以外の言語環境のクライアントに
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対して日本語で作成した項目リストをリモートインストールしても，クライアントで
は正しく表示されません。
● 入力方法として「選択入力（テキスト入力も可）
」を設定した場合，バージョンが
06-01 以前のクライアント，およびバージョンが 06-01 以前の中継マネージャ配下の
クライアントでは，テキスト入力はできません。また，
「テキスト入力できる文字を限
定する」および「項目を必須入力とする」は無効になります。
● ユーザインベントリ項目を転送する経路上にバージョンが 06-53 以前の中継マネー
ジャがある場合，階層化したユーザインベントリ項目は転送できません。
● 階層化したユーザインベントリ項目は，バージョンが 06-53 以前のクライアントで
ユーザ情報を入力するとき，階層化されていない「選択入力」の項目として扱われま
す。その際，選択項目は昇順にソートされ，重複した選択項目があった場合は，一つ
の選択項目にまとめられます。
● 階層化したユーザインベントリ項目の，1 項目当たりの設定値が一定のデータ量を超
えた場合，バージョンが 06-53 以前のクライアントに転送すると，クライアント側で
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスが起動できなくなるおそれが
あります。このような場合には，選択項目数を減らしたり，選択項目の文字数を減ら
したりしたあと，再度，ユーザインベントリ項目を転送してください。
転送可能な 1 項目当たりのデータ量は，次の計算式が 52,112 バイト以下のサイズで
す。
項目名称の長さ + ラベル名称の長さ + コメントの長さ + 選択項目の長さの合計 + 選択
項目の個数× 3+ 一階層上位項目の項目名称の長さ + 関連する上位選択項目と選択項
目を ¥ で結合した長さの合計※ 1+15+ 必須入力オプションの長さ※ 2+ ユーザインベン
トリ情報の長さ
注※ 1
例えば，以下の階層構造を持つユーザインベントリ項目「課」の場合，「営業部 ¥
営業一課＋営業部 ¥ 営業二課＋開発部 ¥ 開発一課＋開発部 ¥ 開発二課＝ 60」となり
ます。

注※ 2
必須入力項目の場合は 14，任意入力項目の場合は 9 です。
● ユーザインベントリ情報として入力できる文字のうち，次に示す半角記号およびデー
タ途中のスペースは，あて先グループの自動メンテナンスを使ったユーザインベント
リ項目によるグルーピングでは使用できません。
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「!」「|」
「.」「<」
「>」「?」
「@」「%」
また，あて先グループの自動メンテナンスを使ったユーザインベントリ項目によるグ
ルーピングでは，大文字と小文字の区別がありません。
● JP1/NETM/DM Manager に複数のリモートインストールマネージャを接続している
場合，複数のリモートインストールマネージャから，同時にユーザインベントリ項目
を編集することはできません。別のリモートインストールマネージャで編集している
ときは，次のメッセージが表示されます。
（xxxxx はホスト名または IP アドレス）
「xxxxx で編集中です。」
しばらく時間をおいて再実行しても，このメッセージが表示される場合，編集中のリ
モートインストールマネージャが異常終了しているおそれがあります。このような場
合は，メッセージ中に表示されているホスト名または IP アドレスで編集中の PC を特
定し，実際に編集中かどうかを確認してください。編集していないときは，その PC
で，
［ユーザインベントリの編集］を実行して［ユーザインベントリ項目作成］ダイア
ログボックスを表示したあと，終了させてください。
なお，メッセージ中のホスト名が「不明」と表示され，編集中の PC が特定できない
場合，すべてのリモートインストールマネージャで編集中かどうかを確認し，編集し
ていないときは，JP1/NETM/DM Manager のサービス（Remote Install Server）を
再起動してください。

3.3.3 ユーザインベントリ項目の配布
ユーザインベントリ項目をクライアントへ配布するには，
「ユーザインベントリ情報の転
送」ジョブを作成して実行します。ユーザインベントリ項目を編集した場合にも，
「ユー
ザインベントリ情報の転送」ジョブを実行して，編集したユーザインベントリ項目をク
ライアントへ配布し直してください。
ユーザインベントリ項目は，配布管理システムで管理しているユーザインベントリ情報
を付加してクライアントへ配布できます。クライアント側で入力する必要がない項目は，
この方法でユーザインベントリの項目を配布すると便利です。なお，この方法でユーザ
インベントリの項目を配布する場合，事前にユーザインベントリ情報を入力しておく必
要があります。配布管理システムでインベントリ情報を入力する方法については，
「3.3.5
ユーザインベントリ情報の CSV 形式ファイル入力」を参照してください。

（1）「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブの作成，実行
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行するには，ユーザインベントリの項目だ
けを配布する方法と，配布管理システムで管理しているクライアントごとのユーザイン
ベントリ情報を付加して配布する方法とがあります。ユーザインベントリの項目とユー
ザインベントリ情報を合わせて配布した場合，クライアントで管理しているユーザイン
ベントリの情報は配布管理システム側の情報に更新されます。
なお，「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブで，あて先として「全あて先」または
「ID」を指定した場合，配布管理システムで管理しているユーザインベントリ情報をユー
ザインベントリの項目とともに配布することはできません。
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「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブの作成手順を次に示します。操作および設定内
容の詳細については，「8.2

ジョブを作成する」を参照してください。

1. ［あて先］
，［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで［実行］−
［ジョブの実行］を選択する，または［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−
［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスでジョブ種別を指定し，
［OK］ボタン
をクリックする。
ジョブ種別は，「ユーザインベントリ情報の転送」を選択してください。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
このダイアログボックスは，［ユーザインベントリ項目リスト作成］ダイアログボッ
クスの終了時，またはユーザインベントリ情報を CSV 形式ファイルで入力したあと，
表示させることもできます。
3. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで，各パネルの項目を設定する。
ダイアログボックス上に表示されるパネルの種類および設定内容は次のとおりです。
なお，［ジョブ］パネル，
［あて先］パネル，および［スケジュール］パネルは，すべ
てのジョブに共通ですが，［オプション］パネルは，
「ユーザインベントリ情報の転
送」ジョブの作成時に表示されます。［オプション］パネルの設定方法については，
「(2) ［オプション］パネルの設定」を参照してください。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［あて先］パネル
ユーザインベントリ情報を転送するホストを設定します。必ず一つ以上設定して
ください。
［オプション］パネル
ユーザインベントリの項目の配布方法を設定します。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。
4. ［実行］
，［保存］
，または［保存 & 実行］ボタンをクリックして，ジョブを保存または
実行する。

（2）［オプション］パネルの設定
［オプション］パネルでは，ユーザインベントリ項目を配布する方法を設定します。ユー
ザインベントリ項目だけを配布したり，クライアントのユーザインベントリ情報をユー
ザインベントリ項目に反映して配布したりできます。
なお，次のチェックボックスをオンにしても，UNIX のクライアントには無効です。
• 全項目を入力必須とする
• クライアントユーザのキャンセルを無効とする
• 情報設定前はパッケージセットアップマネージャを起動しない
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図 3-54 ［オプション］パネル

情報設定要求
ユーザインベントリ情報を転送したあと，クライアントでユーザインベントリ情報
を入力するダイアログボックスを表示させる場合は，「クライアントユーザへの情報
設定要求を行う」を選択してください。クライアントでは，次回の起動時に，ユー
ザインベントリ情報を入力するダイアログボックスが表示されます。
全項目を入力必須とする
クライアントユーザにユーザインベントリの全項目を必ず設定させる場合は，
「全項目を入力必須とする」チェックボックスをオンにしてください。この設定
は，クライアントユーザがユーザインベントリの全項目を一度設定するまで有
効です。
この設定をすると，ユーザインベントリ情報を設定しないでユーザインベント
リ情報を入力するダイアログボックスを閉じようとした場合に，設定を要求す
るメッセージが表示され，ダイアログボックスを閉じることができなくなりま
す。なお，この設定は，バージョンが 05-21 以降のクライアントに有効です。
クライアントユーザのキャンセルを無効とする
クライアントユーザにユーザインベントリ情報の設定をキャンセルさせない場
合は，
「クライアントユーザのキャンセルを無効とする」チェックボックスをオ
ンにしてください。この設定をすると，ユーザインベントリ情報を入力するダ
イアログボックスの［キャンセル］ボタンが非活性になり，ユーザインベント
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リ情報の設定がキャンセルできなくなります。この設定は，バージョンが
07-11 以降のクライアントに有効です。
「全項目を入力必須とする」チェックボックスもオンにすることで，クライアン
トユーザにユーザインベントリの全項目を必ず設定させることができます。
なお，トラブルに対処するといった場合に，「クライアントユーザのキャンセル
を無効とする」チェックボックスをオンにしたときでも，クライアントユーザ
によって強制的にユーザインベントリ情報の設定をキャンセルできます。この
場合は，［Shift］+［Esc］+［Delete］キーを押して対処してください。
転送データ
配布するユーザインベントリの項目に，クライアントごとのユーザインベントリ情
報を付与する場合，
「ユーザ固有資産情報の転送も行う」チェックボックスをオンに
してください。配布管理システムから転送されたユーザインベントリ情報は，クラ
イアント側にも反映されます。
ユーザインベントリの項目だけを配布する場合は，
「ユーザ固有資産情報の転送も行
う」チェックボックスをオフにしてください。
あて先に「全あて先」または「ID」を指定した場合，
「ユーザ固有資産情報の転送も
行う」は設定できません。
パッケージセットアップマネージャの起動
ユーザインベントリ情報の設定が完了するまで，パッケージセットアップマネー
ジャを起動させない場合，
「情報設定前はパッケージセットアップマネージャを起動
しない」チェックボックスをオンにしてください。この設定は，バージョンが
05-21 以降のクライアントに有効です。
「情報設定前はパッケージセットアップマネージャを起動しない」チェックボックス
をオンにすると，クライアントユーザがユーザインベントリ情報を設定しないで，
ユーザインベントリ情報を入力するダイアログボックスを閉じた場合も，ユーザイ
ンベントリ情報を設定したと認識します。そこで，クライアントに全項目のユーザ
インベントリ情報を必ず設定させるときは，
「情報設定要求」の「全項目を入力必須
とする」および「クライアントユーザのキャンセルを無効とする」チェックボック
スもオンにしてください。
情報設定終了後のデータ
クライアントでユーザインベントリ情報を設定したあとの動作を選択します。この
設定は，バージョンが 07-11 以降のクライアントに有効です。
バージョンが 07-10 以前のクライアントの場合，
「クライアントユーザが保存または
保存と通知を決定する」が適用されます。
保存する
設定したユーザインベントリ情報が自動的に保存されます。ユーザインベント
リ情報は上位の配布管理システムに通知されません。
保存と通知を行う
設定したユーザインベントリ情報が自動的に保存され，上位の配布管理システ
ムに通知されます。
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クライアントユーザが保存または保存と通知を決定する
クライアントで，設定したユーザインベントリ情報を保存するか，または保存
と通知を行うかを選択するダイアログボックスが表示されます。ユーザインベ
ントリ情報設定後の動作を，クライアントユーザが任意に選択できます。

（3） メッセージのカスタマイズ
ユーザインベントリ情報の入力を要求するメッセージをユーザ独自のメッセージにカス
タマイズできます。
作成したメッセージを次の場所へ格納してください。
%NETMDMP%¥Userinv¥uinvmsg.txt
このファイルが存在しない場合や，このファイルが空の場合は，デフォルトのメッセー
ジが表示されます。デフォルトのメッセージを次に示します。
図 3-55

ユーザインベントリ情報の入力を要求するデフォルトのメッセージ

（4） 実行結果の確認
ジョブの実行状況は，配布管理システムによって一定の間隔で監視され，
［ジョブ実行状
況］ウィンドウに表示されます。
［ジョブ実行状況］ウィンドウにはすべてのジョブの実
行状況が表示されますが，ジョブ名の先頭に表示されるアイコンで，ジョブの種別を判
断できます。
•

：
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブ

［ジョブ実行状況］ウィンドウに表示される内容や，ジョブごとの詳細情報の表示方法，
ジョブの再実行の方法などについては，
「8.4 ジョブの実行状況を確認する」を参照し
てください。

（5）「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行する場合の注意事
項
● JP1/NETM/DM Client 05-20 以前のバージョンのクライアントが登録されている ID
に対して，
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行すると，クライアントが異
常終了します。ID に対して，
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを実行する場
合には，クライアントを JP1/NETM/DM Client 05-21 以降にバージョンアップしてく
ださい。ジョブを実行してしまった場合には，クライアントのインストールディレク
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トリ ¥Client¥Work 下にある C0000000 および C0.ctl ファイルを削除してください。
● バージョンが 07-10 以前の中継マネージャを経由して，
「ユーザインベントリ情報の転
送」ジョブを実行する場合，ユーザインベントリ項目のコメントに，次に示す半角記
号およびタブ文字を使用すると，ジョブがエラーになります。
「¥」「/」
「*」「"」「'」
「:」「;」
「,」「&」
「%」
●「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブがエラーとなった時，ジョブの詳細情報に次
に示す先頭 8 けたを持つ保守コードが出力されていることがあります。
• 30007300
• 30009301
• 3000e501
• 3000e701
このエラーの原因は，JP1/NETM/DM SubManager または JP1/NETM/DM Client が
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブをサポートしていないバージョンのためで
す。次に示す「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブをサポートしているプログラ
ムのバージョンにバージョンアップしてください。
中継システム
JP1/NETM/DM Client 08-00 以降または
NETM/DM SubManager Version 3.0 03-10 以降または
JP1/NETM/DM SubManager 05-10 以降または
NETM/DM/W Version 3.0 03-10 以降または
JP1/NETM/DM/W 05-10 以降または
UNIX 版 JP1/NETM/DM SubManager 06-00 以降
クライアント
NETM/DM Client Version 3.0 03-10 以降または
JP1/NETM/DM Client 05-10 以降
●「ユーザ固有資産情報の転送も行う」チェックボックスをオンにして，インベントリ情
報に「'」を含んでいる共通管理項目を配布する場合，バージョンが 08-11 以降の中
継マネージャを経由してください。08-10 以前の中継マネージャを経由すると，ジョ
ブがエラーになります。

3.3.4

ユーザインベントリ情報の取得の実行

ユーザインベントリ情報は，リモートインストールマネージャから「ユーザインベント
リ情報の取得」ジョブ，または「システム情報の取得」ジョブを実行して取得します。
「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブの実行方法を次に示します。
「システム情報の
取得」ジョブの実行方法については，「3.1.1 システム情報の取得手順」を参照してくだ
さい。

220

3.

インベントリ情報を取得する

（1） ジョブの作成と実行
ユーザインベントリ情報の取得ジョブの作成手順を次に示します。操作および設定内容
の詳細については，
「8.2 ジョブを作成する」を参照してください。
1. ［あて先］，
［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで［実行］−
［ジョブの実行］を選択する，または［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−
［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスでジョブ種別を指定し，［OK］ボタン
をクリックする。
ジョブ種別は，
「ユーザインベントリ情報の取得」を選択してください。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで，各パネルの項目を設定する。
ダイアログボックス上に表示されるパネルの種類および設定内容は次のとおりです。
［スケジュール］パネルでは，クライアントでユーザインベントリ情報が更新された
時点で，配布管理システムに情報が反映されるように設定できます。設定方法の詳細
については，
「(2) ユーザインベントリ即時反映の設定」を参照してください。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［あて先］パネル
ユーザインベントリ情報を取得するホストを設定します。必ず一つ以上設定して
ください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。また，クライアン
トでジョブを実行する日時を設定できます。
4. ［実行］，
［保存］，または［保存 & 実行］ボタンをクリックして，ジョブを保存または
実行する。

（2） ユーザインベントリ即時反映の設定
［スケジュール］パネルの［詳細設定］ボタンをクリックすると，［実行日時の詳細設定］
ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで，
「実行間隔を設定す
る」を選択し，「エンドユーザが変更時，サーバ側に即時に反映する」チェックボックス
をオンにすると，クライアントでユーザインベントリ情報が更新された時点で，配布管
理システムへも変更内容が反映されます。
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図 3-56 ［実行日時の詳細設定］ダイアログボックス

（3） 実行結果の確認
ジョブの実行状況は，配布管理システムによって一定の間隔で監視され，［ジョブ実行状
況］ウィンドウに表示されます。［ジョブ実行状況］ウィンドウにはすべてのジョブの実
行状況が表示されますが，ジョブ名の先頭に表示されるアイコンで，ジョブの種別を判
断できます。
•

：「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブ

［ジョブ実行状況］ウィンドウに表示される内容や，ジョブごとの詳細情報の表示方法，
ジョブの再実行の方法などについては，「8.4

ジョブの実行状況を確認する」を参照し

てください。

（4）「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブを実行する場合の注意事
項
バージョンが 08-10 以前のマネージャで「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブを実
行する場合，取得対象のユーザインベントリ情報に「'」が含まれていると，ジョブは正
常終了しますが，ユーザインベントリ情報は取得できません。

3.3.5

ユーザインベントリ情報の CSV 形式ファイル入力

ユーザインベントリ情報はクライアントで入力するほかに，配布管理システム側で入力
することもできます。配布管理システム側でユーザインベントリ情報を入力する場合，
ユーザインベントリ情報を CSV 形式のファイルで入力します。CSV 形式のファイルは，
CSV 出力ユティリティで出力したファイルを利用できます。なお，この機能を利用でき
るのは，ユーザ資産情報のテンプレートで出力した CSV 形式ファイルだけです。ユーザ
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資産情報のテンプレートで出力できる項目については，
「9.1.1 CSV 形式ファイルに出
力できる項目」を参照してください。

（1） 配布管理システムで入力するユーザインベントリ情報について
（a） 情報を更新する場合
CSV 形式ファイルを入力すると，CSV 形式ファイルに記述された情報をすべて処理しま
す。変更がない情報についても処理されるため，更新処理の時間が長くなる場合もあり
ます。CSV 形式ファイルには，更新が必要な情報だけを記述することをお勧めします。
（b） 新規項目について
CSV 形式ファイルに新規のユーザインベントリ項目を追加しても，データベースには反
映されません。

（2） 配布管理システムでのユーザインベントリ情報の入力方法
次に，配布管理システムでユーザインベントリ情報を入力する方法を示します。
1. CSV 出力ユティリティで，ユーザインベントリ情報を出力する。
2. 出力したファイルを編集する。
3. リモートインストールマネージャで，
［ファイル］−［CSV ファイル入力］を選択す
る。
［CSV ファイル入力］ダイアログボックスが表示されます。
4. 入力するファイルを選択して，
［実行］ボタンをクリックする。
CSV 形式ファイルが入力されます。

（3） CSV 形式ファイルでユーザインベントリ情報を入力する場合の注意
事項
CSV 形式ファイルでユーザインベントリ情報を入力するときの注意事項を次に示します。
● CSV 形式ファイルからユーザインベントリ情報を一括入力する前に，実行中の「シス
テム情報の取得」ジョブがないことを確認してください。「システム情報の取得」ジョ
ブの実行中にユーザインベントリ情報の一括入力をすると，「システム情報の取得」
ジョブで取得した情報がデータベースに反映される場合があります。
● 配布管理システムでユーザインベントリ情報を一括入力した場合，クライアントの情
報も合わせて更新してください。クライアントの情報を更新しないと，「システム情報
の取得」ジョブが実行されたとき，クライアントから収集した情報がデータベースに
反映されてしまいます。
● CSV 形式ファイル入力時，次の事項はチェックされません。
•「選択入力」項目の場合，入力した値が選択項目に含まれていること。
• テキスト入力できる文字を限定している項目の場合，入力を許可されていない文字
が含まれていないこと。
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• 必須入力項目の場合，値が入力されていること。
• 階層化された項目の場合，上位項目の選択項目と下位項目の選択項目が，正しく関
連づけられていること。
不適当な値を入力して，クライアント側に転送した場合，クライアントユーザがユー
ザ情報を入力するとき，その項目は空欄になっています。階層化された項目の場合，
上位項目に不適当な値が入力されていたとき，下位項目もすべて空欄になります。
● CSV 形式ファイルから不要な情報を削除する場合は，行単位（クライアント単位）で
削除してください。列単位（項目単位）で削除したり，特定の項目だけを削除したり
すると，情報が正しく反映されないことがあります。

3.3.6

取得したユーザインベントリ情報の確認

取得したユーザインベントリ情報は，［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ
情報］ウィンドウで確認できます。確認方法を次に示します。
1. ［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの左枠で，ユー
ザインベントリ情報を表示するホストを選択する。
2. ［表示］−［表示する情報］−［ユーザインベントリ］を選択する（または［ユーザ
インベントリ］タブを選択する）。
ウィンドウの右枠に，ユーザインベントリ情報およびユーザインベントリ転送日時，
最終更新日時が表示されます。
図 3-57 ［システム構成］ウィンドウ
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3.4 ディレクトリ情報を取得する
Active Directory で管理している部署やユーザなどのディレクトリ情報を取得して，配布
管理システムで利用できます。
Active Directory から取得できる情報の内容については，マニュアル「導入・設計ガイ
ド」の「2.2.4

ディレクトリ情報の取得」を参照してください。

ここでは，Active Directory からのディレクトリ情報の取得方法について説明します。
なお，JP1/NETM/DM Client（中継システム）では，ディレクトリ情報は取得できませ
ん。

3.4.1 ディレクトリ情報の取得手順
ディレクトリ情報を取得するには，パラメタファイルおよびマップファイルを作成した
あと，dcmadsync コマンドを実行します。

（1） パラメタファイルの作成
ディレクトリ情報を取得する Active Directory のホスト名，ポート番号などの Active
Directory と接続するための情報，および Active Directory から取得する項目を，パラメ
タファイルに定義します。パラメタファイルには，Active Directory で管理されている属
性名を指定します。属性名は，実際に Active Directory で管理されている情報から抽出
します。
パラメタファイルを作成するときは，サンプルで提供されているパラメタファイルを利
用すると便利です。エクスポートした Active Directory の情報に合わせて，サンプルの
パラメタファイルを編集することをお勧めします。
パラメタファイルの作成方法については，
「3.4.2 パラメタファイルの作成」を参照して
ください。

（2） マップファイルの作成
Active Directory から取得した項目を，配布管理システムの画面上で表示するための表示
名を，マップファイルに定義します。マップファイルの作成は必須ではありませんが，
省略すると配布管理システムの画面上にコンピュータの情報が表示されないため，作成
することをお勧めします。マップファイルを作成しない場合，コンピュータの情報は表
示されませんが，ジョブのあて先には指定できます。
また，マップファイルに定義する表示名は，配布管理システムで統一した名称になるよ
うにしてください。
マップファイルを作成するときは，サンプルで提供されているマップファイルを編集し
て利用できます。
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マップファイルの作成方法については，「3.4.3

マップファイルの作成」を参照してくだ

さい。

（3） dcmadsync.exe（ディレクトリ情報取得コマンド）の実行
マップファイルの取り込み，パスワードの変換，およびパラメタファイルの定義に従っ
たディレクトリ情報の取得を，dcmadsync コマンドで実行します。
パラメタファイルにはパスワードを記載するため，ディレクトリ情報を取り込む前に，
dcmadsync コマンドでパスワードを変換します。
dcmadsync コマンドの実行方法については，「3.4.4 dcmadsync.exe（ディレクトリ情
報取得コマンド）の実行」を参照してください。

3.4.2

パラメタファイルの作成

ここでは，パラメタファイルの形式および作成手順について説明します。パラメタファ
イルを作成するには，Active Directory 情報のエクスポート，エクスポートしたデータか
ら必要な情報の抽出，および抽出した情報を基にパラメタファイルの編集が必要です。

（1） パラメタファイルの形式
パラメタファイルは，テキスト形式で作成します。パラメタファイルの記述形式を次に
示します。
#Active
タグ△値
タグ△値
:
:
（空行）
#Active
タグ△値
タグ△値
:
:

Directoryのサーバ（HOST001）から取得する項目の定義
改行コード
改行コード

Directoryのサーバ（HOST002）から取得する項目の定義
改行コード
改行コード

# で始まる行はコメントとして扱われます。タグは 1 行に一つ記述します。また，△の
個所には一つ以上の半角スペースを記入してください。
空行を挟むことで，複数の Active Directory のホストの情報を取得するように定義でき
ます。同じホストの情報は，空行を挟まないで 1 か所にまとめて記述してください。
パラメタファイルに指定するタグを次の表に示します。
表 3-2 パラメタファイルに指定するタグ
タグ名
COMATTR
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指定する値

必須

コンピュータから取得したい項目の属性名を指定する。
複数指定する場合は，空白で区切って指定する。

△

3.

タグ名

インベントリ情報を取得する

指定する値

必須

COMKEY

コンピュータのプロパティのうち，ユーザとの引き当
てに使用する属性の属性名を指定する。指定する値は，
Active Directory の情報から抽出する。
大文字と小文字は区別されない。
省略すると「managedBy」が設定される。

△

COU

取得対象のコンピュータの OU を指定する。該当する
OU が複数ある場合は複数指定する。指定する値は，
Active Directory の情報から抽出する。

○

DOMAIN

ドメイン名を指定する。指定する値は，Active
Directory の情報から抽出する。

○

ENCPASS

dcmadsync コマンドで /e オプションを指定して実行す
ると，
「PASS」タグで指定したパスワードがコード変
換されて，タグが「ENCPASS」に変更される。
ディレクトリ情報取得時に，「PASS」タグと
「ENCPASS」タグの両方が指定されていた場合は，エ
ラーとなる。

−

HOST

Active Directory のホスト名または IP アドレスを指定
する。

○

ID

Active Directory への接続 ID（管理者権限の ID）を指
定する。指定する値は，Active Directory の情報から
抽出する。

○

OUATTR

OU から取得したい項目の属性名を指定する。複数指
定する場合は，空白で区切って指定する。

△

PASS

Active Directory への接続 ID のパスワードを指定す
る。ディレクトリ情報取得時に，「PASS」タグと
「ENCPASS」タグの両方が指定されていた場合は，エ
ラーとなる。

○

PORT

Active Directory に接続するためのポート番号を指定
する。デフォルトは「389」。

△

UOU

取得対象のユーザの OU を指定する。該当する OU が
複数ある場合は複数指定する。

○

USRATTR

ユーザから取得したい項目の属性名を指定する。複数
指定する場合は，空白で区切って指定する。

△

USRKEY

ユーザのプロパティのうち，コンピュータとの引き当
てに使用する属性の属性名を指定する。指定する値は，
Active Directory の情報から抽出する。
大文字と小文字は区別されない。
省略すると「distinguishedName」が設定される。

△

USRTYPE

次の値から，取得するユーザ属性を指定する。
• USR：ユーザ属性を取得
• INET：InetOrgPerson 属性を取得
• BOTH：ユーザおよび InetOrgPerson 属性の両方を
取得（デフォルト）

△

（凡例）
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○：必須
△：省略できる
−：記述不要

（2） Active Directory 情報のエクスポート
パラメタファイルに指定する接続 ID，ドメイン名，取得対象のコンピュータの OU，取
得対象のユーザの OU，および管理者のコンピュータの属性名を，Active Directory の情
報から抽出します。
Active Directory の情報は，Windows で標準提供されている LDIFDE コマンドを使用し
てエクスポートします。オプションを指定しないで LDIFDE コマンド実行すると，出力
結果が大量になるため，出力したい項目ごとに，コマンドを複数回実行します。
LDIFDE コマンドを使用して，Active Directory の情報をエクスポートする手順を次に
示します。
1. Active Directory の稼働しているコンピュータに管理者権限でログインする。
2. 次のコマンドラインを実行して，接続 ID の情報を出力する。
ldifde -u -p Subtree -r "objectclass=user" -l dn -f out1.txt
-u は文字コードを UTF8 で出力するためのオプションです。必ず指定してください。
out1.txt に次のような情報が出力されます。
dn: CN=Administrator,CN=Users,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: CN=Guest,CN=Users,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: CN=SUPPORT_388945a0,CN=Users,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
：
：

接続 ID には管理者の ID を指定するため，この場合は
「CN=Administrator,CN=Users,DC=example,DC=co,DC=jp」が，接続 ID
（
「ID」タグ）に指定する値になります。
3. 次のコマンドラインを実行して，ドメイン名の情報を出力する。
ldifde -u -p Base -l dn -f out2.txt
out2.txt に次のような情報が出力されます。
dn: DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add

この場合は「dn: DC=example,DC=co,DC=jp」が，ドメイン名（
「DOMAIN」タ
グ）に指定する値になります。
4. 次のコマンドラインを実行して，ディレクトリ情報を取得するコンピュータおよび
ユーザの OU の情報を出力する。
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ldifde -u -p SUBTree -r "(objectclass=organizationalUnit)" -l dn
-f out3.txt
out3.txt に次のような情報が出力されます。
dn: OU=Domain Controllers,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: OU=ソフトウェア事業部,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: OU=ソフトウェア本部,OU=ソフトウェア事業部,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: OU=ソフトウェア設計部,OU=ソフトウェア本部,OU=ソフトウェア事業部
,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
dn: OU=第1グループ,OU=ソフトウェア設計部,OU=ソフトウェア本部,OU=ソフトウェア事業部
,DC=example,DC=co,DC=jp
changetype: add
：
：

「ソフトウェア設計部」のコンピュータの情報を取得する場合は，「dn: OU= ソフト
ウェア設計部 ,OU= ソフトウェア本部 ,OU= ソフトウェア事業部
,DC=example,DC=co,DC=jp」が，取得するコンピュータの OU（「COU」タグ）
に指定する値になります。
また，
「第 1 グループ」のユーザの情報を取得する場合は，「OU= 第 1 グループ ,OU=
ソフトウェア設計部 ,OU= ソフトウェア本部 ,OU= ソフトウェア事業部
,DC=example,DC=co,DC=jp」が，取得するユーザの OU（「UOU」タグ）に指定
する値になります。
5. 次のコマンドラインを実行して，管理者のコンピュータの情報を出力する。
ここでは，管理者のコンピュータ名が「dmp001」の場合の例を示します。
ldifde -u -p Subtree -r "cn=dmp001" -f out4.txt
出力結果から，コンピュータの引き当てキーに使用する属性名を特定します。属性名
の特定方法については，
「(3) 取得したい項目の属性名の特定」を参照してください。

（3） 取得したい項目の属性名の特定
LDIFDE コマンドでエクスポートした Active Directory の情報から，コンピュータの引
き当てキーに使用する属性名を特定する手順について説明します。
1. 管理者の設定されているコンピュータを調べておく。
ここでは，管理者の設定されているコンピュータ名を「dmp001」とします。
2. LDIFDE コマンドでエクスポートしたファイルから，
「dn」が「dmp001」を含むデー
タを探す。
図 3-58 を参照してください。
3. コンピュータのプロパティダイアログボックスで，Active Directory での管理者名を確
認する。
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ここでは，管理者名を「AD.CO.JP/USERS/ 山田」とします。
4. LDIFDE コマンドでエクスポートしたファイルから，「山田」を含むデータを探す。
図 3-58 を参照してください。
「山田」が設定されている属性名が「managedBy」で
あるため，コンピュータの管理者名の属性名は「managedBy」であることが特定で
きました。これをパラメタファイルの「COMKEY」タグの値に指定します。
図 3-58

LDIFDE コマンドでの出力結果例

（4） パラメタファイルの編集
使用する環境や (2) 〜 (3) の手順を実施して抽出した値に合わせて，サンプルで提供され
ているパラメタファイルを編集します。
サンプルのパラメタファイル（SampleParameter.txt）は，次のディレクトリに格納さ
れています。
JP1/NETM/DMのインストールディレクトリ¥SAMPLE¥dcmadsync
サンプルで提供されているパラメタファイルの内容を次に示します。
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HOST ADHOST
PORT 389
ID CN=Administrator,CN=Users,DC=Sample,DC=co,DC=jp
PASS Admin
DOMAIN DC=Sample,DC=co,DC=jp
USRTYPE BOTH
COU OU=ソフトウェア事業部,DC=Sample,DC=co,DC=jp
UOU CN=Users,DC=Sample,DC=co,DC=jp
COMKEY ManagedBy
USRKEY distinguishedName
OUATTR ou managedBy
COMATTR cn dNSHostName managedBy
USRATTR cn sn givenname displayName physicalDeliveryOfficeName telephoneNumber
mail company department title manager

3.4.3 マップファイルの作成
マップファイルは，テキスト形式で作成します。マップファイルの記述形式を次に示し
ます。
#表示名の定義
種別△属性名△表示名 改行コード
種別△属性名△表示名 改行コード
種別△属性名△表示名 改行コード

# で始まる行はコメントとして扱われます。定義は 1 行に一つ記述します。また，△の
個所には一つ以上の半角スペースを記入してください。
画面上には，マップファイルに指定した順番で表示されます。マップファイルを作成す
る際は，画面上での表示順序を考慮して作成してください。
種別は次の中から指定します。
• OU：OU の表示名を定義する場合に指定する。
• COM：コンピュータの表示名を定義する場合に指定する。
• USR：ユーザの表示名を定義する場合に指定する。
表示名には，次に示す半角記号およびタブ文字は使用できません。
「¥」
「/」「*」
「"」「'」
「:」「;」
「,」「&」「%」
また，改行コードの前に半角スペースは使用できません。
サンプルのマップファイル（SampleMap.txt）は，次のディレクトリに格納されていま
す。
JP1/NETM/DMのインストールディレクトリ¥SAMPLE¥dcmadsync
サンプルで提供されているマップファイルの内容を次に示します。
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OU ou 名前
OU managedBy 管理者名
COM cn コンピュータ名
COM dNSHostName DNS名
COM ManagedBy 管理者名
USR cn フルネーム
USR sn 姓
USR givenname 名
USR displayName 表示名
USR physicalDeliveryOfficeName 事業所
USR telephoneNumber 電話番号
USR mail 電子メール
USR company 会社名
USR department 部署
USR title 役職
USR manager 上司

3.4.4

dcmadsync.exe（ディレクトリ情報取得コマンド）の
実行

機能
このコマンドには，次の機能があります。
• マップファイルに定義した表示名の取り込み
• パラメタファイルに記載されたパスワードのコード変換
• パラメタファイルに従ったディレクトリ情報の取り込み
それぞれの目的別に，コマンドを実行します。例えば，マップファイルに定義した
表示名の取り込みと，パラメタファイルに記載されたパスワードのコード変換は同
時に実行できないので，2 回に分けて実行してください。
また，取り込んだディレクトリ情報に対して，システム構成情報との再引き当てお
よび引き当て情報のチェックを実行することもできます。
形式
マップファイルに定義した表示名を取り込む場合
dcmadsync.exe /m マップファイル [/h 接続先ホスト名] [/u 管理者ユーザID]
[/p パスワード]
パラメタファイルに記載されたパスワードをコード変換する場合
dcmadsync.exe /e パラメタファイル
パラメタファイルに従ってディレクトリ情報を取り込む場合
dcmadsync.exe [/a] /i パラメタファイル [/h 接続先ホスト名] [/u 管理者
ユーザID] [/p パスワード] [/s] [/r] [/c]
再引き当ておよび引き当て情報のチェックを実行する場合
dcmadsync.exe [/s] [/r] [/c] [/h 接続先ホスト名] [/u 管理者ユーザID]
[/p パスワード]
引数
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• /m
マップファイルで指定された取得項目の表示名を取り込みます。マップファイル
はフルパスで指定してください。
このオプションは，初回取り込み時，または取得項目の変更時に指定します。
このオプションを指定しないで取り込みを実行し，該当する表示名が事前に取得
されていなかった場合，取得項目は画面上に表示されません。
また，取得項目を変更するなどの理由でマップファイルを変更したあとに，再度
表示名を取り込む場合は，すでに取り込んでいる表示名の情報はいったん削除さ
れます。そのため，取り込みの対象外となった項目は画面上に表示されなくなり
ます。
このオプションは，/h，/u，/p オプション以外のオプションとは同時に指定でき
ません。
• /e
パラメタファイルの「PASS」タグに指定したパスワードをコード変換します。パ
ラメタファイルはフルパスで指定してください。
変換するかどうかは任意ですが，セキュリティ上変換しておくことをお勧めしま
す。
このオプションで変換したパラメタファイルを，ディレクトリ情報の取得時に /i
オプションで指定します。
このオプションは，ほかのオプションとは同時に指定できません。
• /h
JP1/NETM/DM のデータベースサーバのホスト名を指定します。省略した場合
は，
「Localhost」が設定されます。Microsoft SQL Server で名前付きインスタン
スを使用している場合は，次の形式でホスト名を指定してください。

データベースサーバのホスト名 ¥ インスタンス名
このオプションは，/e オプションとは同時に指定できません。
• /a
2 回目以降の取り込み時は，変更された内容だけを取り込みますが，このオプショ
ンを指定すると，変更されていない内容も含めて，すべてのディレクトリ情報を
取得します。省略した場合，初回取り込み時だけすべてのディレクトリ情報を取
得し，2 回目以降の取り込み時は差分だけを取得します。
このオプションは，/m，/e オプションとは同時に指定できません。ただし，/r，/c
オプションとは /i と同時に指定した場合だけ，同時に指定できます。
• /i
使用するパラメタファイルのフルパスを指定します。
このオプションは，/m，/e オプションとは同時に指定できません。
• /u
取り込んだデータを格納するデータベースの管理者ユーザ ID を半角 30 文字以内
で指定します。
省略した場合は，
［サーバセットアップ］ダイアログボックスの［データベース環
境］パネルで指定されている，管理者ユーザ ID が設定されます。
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このオプションは，/e オプションとは同時に指定できません。
• /p
取り込んだデータを格納するデータベースのパスワードを半角 30 文字以内で指定
します。パスワードが設定されていない場合は省略できます。
このオプションは，/e オプションとは同時に指定できません。
• /s
進ちょく状況情報の標準出力への出力を抑止したい場合に指定します。
省略した場合は，処理したオブジェクトの件数が，100 件ごとに標準出力に出力
されます。
このオプションは，/m，/e オプションとは同時に指定できません。
• /r
取り込み済みのディレクトリ情報のうち，システム構成情報と引き当てられてい
ないコンピュータに対して再引き当てをします。
/i オプションと同時に指定すると，更新情報取り込みの延長で再引き当てを実行し
ます。/r オプションだけを指定すると，再引き当てだけを実行します。
このオプションは，/a オプションを指定した場合，または初回取り込みの場合は
無効になります。
/c オプションと同時に指定した場合は /c の処理が先に実行されます。
• /c
引き当て済みコンピュータについて引き当て情報が正しいかチェックし，変更が
あれば更新します。
/i オプションと同時に指定すると，更新情報取り込みの延長でのチェックを実行し
ます。/c オプションだけを指定すると，チェックだけを実行します。
このオプションは，/a オプションを指定した場合，または初回取り込みの場合は
無効になります。
/r オプションと同時に指定した場合は，このオプションの処理が先に実行されま
す。
同時に指定できるオプションの組み合わせを次の表に示します。
表 3-3 同時に指定できるオプションの組み合わせ
オプ
ショ
ン

/ｍ

/e

/h

/a

/i

/u

/p

/s

/r

/c

/m

×

×

○

×

×

○

○

×

×

×

/e

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

/h

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

/a

×

×

○

×

○

○

○

○

△

△

/i

×

×

○

○

×

○

○

○

○

○

/u

○

×

○

○

○

×

○

○

○

○

/p

○

×

○

○

○

○

×

○

○

○
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オプ
ショ
ン

/ｍ

/e

/h

/a

/i

/u

/p

/s

/r

/c

/s

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

/r

×

×

○

△

○

○

○

○

×

○

/c

×

×

○

△

○

○

○

○

○

×

同時に指定するオプション

（凡例）
○：同時に指定できる
△：/i オプションと同時の場合に指定できる
×：同時に指定できない（指定した場合はエラーとなる）

リターンコード
dcmadsync コマンド実行時のリターンコードを次に示します。
コード

意味

対処

0

ActiveDirectory からの取り込みが正常に終了した。また
は，マップファイルの取り込みが正常に終了した。また
は，パラメタファイルの変換が正常に終了した。

なし。

1

パラメタファイルまたはマップファイルをオープンでき
ない。または，ファイル形式に誤りがある。

パラメタファイル，マップ
ファイルの指定および記述形
式を確認してください。

2

コマンドの引数またはパラメタファイルに不正な値が指
定されている。

コマンドの引数またはパラメ
タファイルの設定値を確認し
てください。

5

他のプロセスが取り込みを実施中。

しばらく待ってから再実行し
てください。

12

その他のエラーが発生した。

イベントログを参照してくだ
さい。

21

ActiveDirectory と連携する設定となっていないので処理
が中断された。

セットアップの設定内容を確
認してください。

22

マップファイルの取り込みでエラーが発生した。

イベントログを参照してくだ
さい。

23

パラメタファイルの変換でエラーが発生した。

イベントログを参照してくだ
さい。

24

一つ以上の ActiveDirectory からの取り込みでエラーが発
生した。

イベントログを参照してくだ
さい。

注意事項
• Active Directory の管理者が OU，コンピュータ，ユーザ，InetOrgPerson を，標
準提供された GUI を使用しないで独自に作成している場合は，Active Directory
のオブジェクトクラスに，OU，コンピュータ，ユーザ，InetOrgPerson のどれか
一つのクラスは設定してください。OU，コンピュータ，ユーザ，InetOrgPerson
以外のクラスが設定されていた場合は，取り込みの対象になりません。
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• このコマンドは同時に複数実行できません。
• 属性名のスペルが誤っていた場合には，目的の項目は取り込まれないで，正常終
了になります。特定の項目の値が取得されない場合は，スペルミスをしていない
か確認してください。
• パラメタファイルのパスワードを変換する際に，
「.dcmadsync」という拡張子の
一時ファイルが作成されて，元のファイルは削除され，一時ファイルが元のファ
イル名にリネームされます。このとき，一時ファイルと同じ名称のファイルがす
でに存在していた場合は，上書きされます。
また，一時ファイルのリネームに失敗した場合には，元のファイルは削除されて
いるため，
「（元ファイル名）.dcmadsync」として残っているファイルを使用し
て，再度コマンドを実行してください。
• Active Directory 上で OU の情報に変更があった場合，ディレクトリ情報の取り込
みに時間が掛かることがあります。
実行例
サンプルのマップファイルおよびパラメタファイルを使用して，ディレクトリ情報
を取り込む例を次に示します。
1. サンプルのマップファイルを使用して，表示名を取り込む。
dcmadsync.exe /m "c:¥Program
Files¥HITACHI¥NETMDM¥SAMPLE¥dcmadsync¥samplemap.txt"
2. サンプルのパラメタファイルのパスワードをコード変換する。
dcmadync.exe /e "c:¥Program
Files¥HITACHI¥NETMDM¥SAMPLE¥dcmadsync¥sampleparameter.txt"
3. パスワードをコード変換したパラメタファイルで，ディレクトリ情報を取り込む
（格納先：「DBHOST」，ユーザ ID：「sa」
，パスワード：「password」の場合）。
dcmadync.exe /i "c:¥Program
Files¥HITACHI¥NETMDM¥SAMPLE¥dcmadsync¥sampleparameter.txt" /
h DBHOST /u sa /p password
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る
JP1/NETM/DM では，クライアントでのソフトウェアやハー
ドウェアの使用状況などのインベントリ情報を収集し，クライ
アントの管理に役立てることができます。
この章では，クライアントから取得したインベントリ情報を，
インベントリビューアで管理する方法について説明します。

4.1 インベントリビューア
4.2 インベントリ情報を集計する
4.3 インベントリ情報を表示する
4.4 テンプレートを利用して表示および集計する
4.5 インベントリ情報を出力する
4.6 リモートコントロール機能を利用する
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4.1 インベントリビューア
JP1/NETM/DM Manager のインベントリビューアを使って，クライアントから取得した
インベントリ情報を表示・集計したり，CSV 形式ファイルへ出力したりできます。
ここでは，インベントリビューアを起動する方法や，インベントリビューアの画面構成
について説明します。

4.1.1

インベントリビューアの起動

インベントリビューアの起動方法には，次の 2 種類があります。
• リモートインストールマネージャから起動する。
•［スタート］メニューから起動する。

（1） リモートインストールマネージャから起動する
リモートインストールマネージャの［ファイル］メニューから［インベントリビューア
の起動］を選択します。
リモートインストールマネージャから起動する場合は，インベントリビューアへのログ
インは不要です。また，JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している
場合もログインは不要です。

（2）［スタート］メニューから起動する
Windows の［スタート］メニューからインベントリビューアを起動する手順を説明しま
す。
1. ［スタート］メニューから，
［JP1_NETM_DM Manager］−［インベントリビューア］
を選択する。
［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックスが表示されます。

238

4.

インベントリ情報を管理する

図 4-1 ［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボックス

JP1/NETM/DM サーバ名
配布管理システムのホスト名を入力します。
ユーザ ID，パスワード
JP1/NETM/DM のデータベースにアクセス権のあるユーザ ID およびパスワード
を入力します。
JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合，インベント
リビューアを操作できる権限を持つ JP1 ユーザのユーザ名とパスワードを入力し
てください。
2. 必要な情報を入力し，
［接続］ボタンをクリックする。
［JP1/NETM/DM インベントリビューア］ウィンドウが表示されます。

4.1.2 インベントリビューアの画面構成
インベントリビューアの画面構成を，次に示します。インベントリビューアの起動直後
は，［集計］ウィンドウおよび［テンプレート管理］ウィンドウは表示されません。［集
計］ウィンドウはインベントリ情報の集計時に，
［テンプレート管理］ウィンドウはテン
プレートの編集時に表示されます。

239

4. インベントリ情報を管理する

図 4-2 インベントリビューアの画面構成

［対象選択］ウィンドウ
インベントリ情報の表示および集計の対象となるホストやあて先グループを選択す
るウィンドウです。
対象となるホストを，中継するシステム単位で選択するには［システム構成］タブ
を使用し，あて先グループ単位で選択するには［あて先グループ］タブを使用しま
す。すべてのホスト，すべてのあて先グループ，および任意のホストを選択するこ
ともできます。
［テーブル］ウィンドウ
ホストごとのインベントリ情報を表形式で表示するウィンドウです。必要なインベ
ントリ項目だけを表示したり，特定の情報を持つホストだけを表示したりできます。
インベントリビューア起動直後は，前回の表示条件で，インベントリ情報が表示さ
れます。
［集計］ウィンドウ
［集計結果］タブ
集計結果を表示する画面です。左側には集計区分ごとにホストの台数が表示され，
右側には左側で選択した集計区分に対応するホストの詳細が表示されます。右側に
は，任意のインベントリ項目を表示できます。
グラフタブ（
［集計結果］タブの横に集計項目名が表示されているタブ）
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集計結果を 3 次元の縦棒グラフまたは円グラフで表示します。
［テンプレート管理］ウィンドウ
表示条件，または集計条件を保存したテンプレートを管理するウィンドウです。
フォルダを作成して，テンプレートを階層的に管理できます。
ステータスバー
インベントリ情報の表示を実行しているときは，現在の表示件数が表示されます。
集計を実行しているときは，処理の状況が % で表示されます。
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4.2 インベントリ情報を集計する
インベントリ情報を集計するには，まず集計対象のホストを選択し，次に集計する条件
を指定して実行します。インベントリ情報の集計区分ごとにホストの台数が集計されま
す。また，集計区分に対応するホストの詳細情報も同時に確認できます。
集計結果は，次のように，［集計］ウィンドウの［集計結果］タブに表示されます。
［集
計結果］タブは，集計画面と詳細画面の二つの画面で構成されています。
図 4-3 ［集計］ウィンドウの［集計結果］パネル

集計画面
集計区分ごとにホストの台数が表示されます。集計条件として複数の独立条件を設
定した場合，インベントリ項目名（列名）の部分には「項目 1」，
「項目 2」
，・・・の
ように，はん用的な名称が表示されます。独立条件については「4.2.3 集計条件の
設定と集計結果の例」を参照してください。
詳細画面
集計画面で選択した集計区分に対応するホストの詳細が表示されます。上記の画面
例では，CPU タイプが Intel Pentium III で，OS が Windows NT のホストが表示
されています。集計画面で複数の集計区分を選択した場合は，集計区分ごとに，ホ
ストの詳細が表示されます。集計を実行した直後は，いちばん上の集計区分に対応
するホストの詳細が表示されます。したがって，いちばん上の集計区分の台数が 0
の場合，詳細画面には何も表示されません。
また，詳細画面には，任意のインベントリ項目を表示できます。表示するインベン
トリ項目は，集計ウィザードの［表示項目の設定］で設定します。詳細は「4.2.4
表示項目の設定」を参照してください。
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4.2.1 集計手順
集計を実行するには，集計の対象となるクライアントを選択したあと，集計ウィザード
に従って，集計条件と表示項目を設定します。ここでは画面遷移を中心に集計のおおま
かな手順を説明します。詳細な設定方法については，手順中に示す各項を参照してくだ
さい。
インベントリ情報の集計手順を次に示します。
1. ［対象選択］ウィンドウで，集計対象とするクライアントを選択する。
図 4-4 ［対象選択］ウィンドウ

集計対象の選択の詳細については，
「4.2.2 集計対象の選択」を参照してください。
2. ［実行］−［集計の実行］を選択する。
［条件の設定］ダイアログボックスが表示されます。
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図 4-5 ［条件の設定］ダイアログボックス

3. 集計の条件を設定する。
集計の条件を設定するには，「インベントリ情報」で集計するインベントリ項目を選
択して，「条件値」で集計条件を指定し，
［条件の追加］ボタンをクリックします。
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図 4-6 ［条件の設定］ダイアログボックスでの設定例

集計条件の設定の詳細については，
「4.2.3 集計条件の設定と集計結果の例」を参照
してください。
4. ［次へ］ボタンをクリックする。
［表示項目の設定］ダイアログボックスが表示されます。

245

4. インベントリ情報を管理する

図 4-7 ［表示項目の設定］ダイアログボックス

5. 集計結果の表示項目を設定する。
集計結果に表示したい項目を選択し，［>］ボタンをクリックして「表示項目」に指定
します。
表示項目の設定の詳細については，「4.2.4

表示項目の設定」を参照してください。

6. ［実行］ボタンをクリックする。
設定した条件に従って，インベントリ情報の集計が開始されます。
集計が完了すると，集計結果が表示されます。
図 4-8 集計結果
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集計を再実行する場合の注意事項
［集計］ウィンドウに集計結果が表示されているとき，再度，集計を実行すると，
集計結果が上書きされます。必要に応じて，印刷や CSV 形式ファイルへの保存
を行ってから，集計を再実行してください。

また，集計ウィザードで設定した集計条件はテンプレートに保存できます。集計条件を
テンプレートに保存しておくと，次回からは，テンプレートを選択するだけで，同じ条
件の集計を実行できます。
集計条件をテンプレートに保存するには，
［条件の設定］または［表示項目の設定］ダイ
アログボックスで，
［保存］または［保存 & 実行］ボタンをクリックして，
［テンプレー
トの保存］ダイアログボックスを表示します。
図 4-9 ［テンプレートの保存］ダイアログボックス

保存するテンプレート名を指定して［保存］ボタンをクリックすると，テンプレートが
保存されます。なお，
［保存 & 実行］ボタンをクリックしてダイアログボックスを表示し
た場合は，［保存］ボタンをクリックすると，テンプレートが保存され集計が開始されま
す。
テンプレートの利用方法については「4.4.2

テンプレートを利用した表示・集計方法」

を参照してください。

4.2.2 集計対象の選択
集計を実行するには，まず集計の対象となるホストまたはあて先グループを選択します。
集計対象は，［対象選択］ウィンドウで選択します。
多くのホストを集計対象にすると，表示に時間が掛かるため，100 台程度に対象を絞り
込んで集計を実行することをお勧めします。
なお，［対象選択］ウィンドウ内でホストを検索するには，ホスト名の頭文字に対応する
文字キーを押します。該当するホスト名にフォーカス位置が移動します。
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図 4-10 ［対象選択］ウィンドウ

［システム構成］タブ
中継するシステム下のすべてのホストを集計したいとき，中継するシステムを
チェックします。中継するシステム自体を集計の対象から外す場合は，同名のクラ
イアントアイコンの選択を解除してください。
「すべてのホスト」を選択することも，任意のクライアントを選択することもできま
す。
オフラインマシンのインベントリ情報を管理している場合，システム構成中に
{OFFLINE}（オフラインフォルダ）が表示されます。オフラインフォルダも，その
配下のオフラインマシンも集計の対象となり，それぞれ，中継システム，クライア
ントとして扱われます。オフラインフォルダおよびオフラインマシンについての詳
細は，
「7.7.2(3) オフラインマシンでの情報の取得」を参照してください。
［あて先］タブ
特定のあて先グループ内のすべてのホストを集計したいとき，あて先グループを
チェックします。
「すべてのあて先グループ」を選択することも，任意のクライアン
トを選択することもできます。
なお，
［あて先］ウィンドウとは異なり，［あて先］タブに ID は表示されません。
［システム構成］タブで集計の対象として選択できるのは，表示されているホストだけで
す。インベントリビューア起動後にシステム構成に追加されたクライアントは，システ
ム構成に表示されないので選択できません。このようなホストを選択するには，インベ
ントリビューアを再起動して，［システム構成］タブの表示を更新してください。
なお，中継マネージャおよび中継システムは，それぞれに該当するクライアントを選択
しないと集計対象になりません。中継マネージャおよび中継システムに該当するクライ
アントがシステム構成に表示されない場合，中継マネージャに対して「システム構成情
報の取得」ジョブを実行してシステム構成情報を更新したあとで，［システム構成］タブ
の表示を更新してください。
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4.2.3 集計条件の設定と集計結果の例
集計ウィザードの［条件の設定］ダイアログボックスで，集計条件を設定する方法を説
明します。設定できる「条件値」は，インベントリ項目によって異なるので，ここでは
［条件の設定］ダイアログボックスの共通部分を説明したあと，インベントリ項目ごとに
条件値の設定方法と集計結果例を示します。
図 4-11 ［条件の設定］ダイアログボックス

集計条件を設定するには，
「インベントリ情報」で集計するインベントリ項目を選択し
て，「条件値」で集計条件を指定し，［条件の追加］ボタンをクリックします。指定した
集計条件は「条件一覧」に表示されます。
複数のインベントリ項目を組み合わせて集計条件を設定するには，
「条件の組み合わせ」
も指定します。「条件の組み合わせ」では，それぞれの条件を「複合条件」として扱うの
か，「独立条件」として扱うのかを選択します。例えば CPU タイプと OS で集計する場
合，「複合条件」を選択すると，「CPU タイプが Intel Pentium III で OS が Windows
2000 のホスト」の台数などを集計できます。一方，
「独立条件」を選択すると，CPU タ
イプごとに集計された結果と，OS ごとに集計された結果が表示されます。
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図 4-12 「複合条件」と「独立条件」の集計結果の例

複合条件を指定すると，「条件一覧」の「条件」欄の先頭には「AND」と表示されます。
「条件一覧」に表示された集計条件は，上から順に組み合わせの演算が実行されます。
なお，複数のインベントリ項目を組み合わせて集計条件を設定する場合，次のことに注
意してください。
● 同じインベントリ項目で，複数の条件は設定できません。ただし，インストールパッ
ケージ，ソフトウェアインベントリ，Microsoft Office 製品情報，および IE パッチ情
報は，同じインベントリ項目で複数の条件を設定できます。
● 独立条件は 10 条件，複合条件は 2 条件まで設定できます。
● 次のインベントリ項目は，複合条件を設定できません。
• 利用可能システムリソース容量，利用可能ユーザメモリ容量，空きハードディスク
容量，全ディスク容量，実メモリ容量
• インストールパッケージ下の各項目と，インストールパッケージの未取得ホストと
の組み合わせ
• ソフトウェアインベントリの取得済みホストと，ソフトウェアインベントリの未取
得ホストとの組み合わせ
• ウィルス対策製品情報下の各項目と，他のインベントリ項目との組み合わせ（ウィ
ルス定義ファイルと製品名，常駐設定と製品名の組み合わせを除く）
• Microsoft Office 製品情報と他のインベントリ項目との組み合わせ
• 「条件値」を設定できないインベントリ項目および「条件値」に任意の文字列を指定
できるインベントリ項目で，インベントリ情報の種類が 6 種類以上のもの。例えば，
システム構成内の PC の CPU クロック数が 6 種類以上（133MHz，200MHz，
400MHz，450MHz，600MHz，1,000MHz・・・）あった場合，「CPU クロック
数」で複合条件は設定できません。

（1） インストールパッケージの集計
インストールパッケージ情報として取得した，パッケージ名称またはコンピュータに適
用されていないパッチの情報ごとに，ホストの台数を集計します。
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● 条件値の設定
図 4-13 ［条件の設定］ダイアログボックス（インストールパッケージの集計）

インベントリ情報
すべて
すべてのインストールパッケージについて集計します。
アプリケーションの追加 / 削除
インストールパッケージのうち，
［アプリケーションの追加と削除］または［プ
ログラムの追加と削除］に記録されているソフトウェアについてだけ集計しま
す。
アプリケーションの追加 / 削除以外
インストールパッケージのうち，
［アプリケーションの追加と削除］または［プ
ログラムの追加と削除］に記録されているソフトウェア以外についてだけ集計
します。
未適用パッチ情報
コンピュータに適用されていないパッチについて集計します。
未取得ホスト
インストールパッケージ情報を取得していないホストの台数を集計します。
条件値
パッケージ名の選択（未適用パッチ情報一覧）
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集計するパッケージを選択できます。「インベントリ情報」で「未適用パッチ情
報」を選択した場合は，集計する未適用パッチ情報を選択できます。デフォル
トは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「パッケージ名の選択」で選択したソフトウェア以外，または「未適用パッチ情
報一覧」で選択した未適用パッチ情報以外を集計します。このチェックボック
スをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」
欄には，選択したソフトウェア名または未適用パッチ情報の末尾に「以外」と
表示されます。
選択したソフトウェアがインストールされていない
「パッケージ名の選択」で選択したソフトウェアがインストールされていないホ
ストの台数を集計します。ソフトウェア情報を取得していないホストは，この
集計の対象にはなりません。このチェックボックスをオンにすると，複合条件
は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」
欄には，選択したソフトウェア名の末尾に「未インストール」と表示されます。
● 集計結果の例
図 4-14

インストールパッケージの集計結果

インストールソフトウェア
インストールパッケージの名称が表示されます。
識別 ID
インストールパッケージの識別 ID が表示されます。
同じパッケージ名称が複数あった場合，
［アプリケーションの追加と削除］または
［プログラムの追加と削除］に記録されていないパッケージの識別 ID が優先的に表
示されます。
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台数
パッケージがインストールされているホストの台数が表示されます。

（2） ソフトウェアインベントリの集計
管理対象にしているソフトウェアインベントリの名称ごとに，ホストの台数を集計しま
す。
ソフトウェアインベントリにはライセンス情報を設定できるので，ソフトウェアインベ
ントリを集計することによって，ライセンス管理ができます。各ソフトウェアがインス
トールされているホスト台数を集計し，所有ライセンス数および警告ライセンス数との
比較結果が色で示されます。
取得したソフトウェア情報を管理対象にする方法，ライセンス情報を設定する方法につ
いては，「3.2.5 ソフトウェアインベントリ辞書の編集」を参照してください。
● 条件値の設定
図 4-15 ［条件の設定］ダイアログボックス（ソフトウェアインベントリの集計）

インベントリ情報
取得済みホスト
ソフトウェア情報を取得しているホストについて集計します。
未取得ホスト
ソフトウェア情報を取得していないホストの台数を集計します。
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条件値
ソフトウェア名の選択
集計するソフトウェアを選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「ソフトウェア名の選択」で選択したソフトウェア以外を集計します。この
チェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」
欄には，選択したソフトウェア名の末尾に「以外」と表示されます。
選択したソフトウェアがインストールされていない
「ソフトウェア名の選択」で選択したソフトウェアがインストールされていない
ホストの台数を集計します。ソフトウェア情報を取得していないホストは，こ
の集計の対象にはなりません。このチェックボックスをオンにすると，複合条
件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」
欄には，選択したソフトウェア名の末尾に「未インストール」と表示されます。
● 集計結果の例
図 4-16

ソフトウェアインベントリの集計結果

ソフトウェア名称
ソフトウェアの名称が表示されます。
台数
ソフトウェアがインストールされているホストの台数が表示されます。
所有ライセンス数
ソフトウェアに設定した所有ライセンス数が表示されます。
警告ライセンス数
ソフトウェアに設定した警告ライセンス数が表示されます。
残ライセンス数
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ソフトウェアがインストールされているホストの台数を，所有ライセンス数から引
いた値が表示されます。ソフトウェアがインストールされているホストの台数が，
所有ライセンス数を超えている場合は，マイナスで表示されます。
赤色で表示されているソフトウェア
ソフトウェアがインストールされているホストの台数が，所有しているライセンス
数を超えています。
黄色で表示されているソフトウェア
ソフトウェアがインストールされているホストの台数は，所有ライセンス数以下で
すが，警告ライセンス数以上です。

（3） ウィルス対策製品情報の集計
ウィルス対策製品のウィルス定義ファイルバージョン，常駐／非常駐の設定，および製
品名ごとに，ホストの台数を集計できます。
なお，ウィルス対策製品情報を集計する場合は，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブ作成
時の［オプション］パネルで，
「ウィルス対策製品を検索」を選択して情報を取得してお
く必要があります。
（a） ウィルス定義ファイルの集計
ウィルス定義ファイルのバージョンごとに，ホストの台数を集計します。
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● 条件値の設定
図 4-17 ［条件の設定］ダイアログボックス（ウィルス定義ファイルの集計）

ウィルス定義ファイルの選択
集計するウィルス定義ファイルのバージョンを選択できます。デフォルトは「すべ
て」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「ウィルス定義ファイルの選択」で選択したウィルス定義ファイル以外を集計しま
す。このチェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したウィルス定義ファイルの末尾に「以外」と表示されます。
選択した定義ファイルがインストールされていない
「ウィルス定義ファイルの選択」で選択したウィルス定義ファイルがインストールさ
れていないホストの台数を集計します。
「ウィルス対策製品を検索」でソフトウェア
情報を取得していないホストや，ウィルス対策製品をインストールしていないホス
トも集計の対象になります。このチェックボックスをオンにすると，複合条件は設
定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したウィルス定義ファイルの末尾に「未インストール」と表示されます。
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● 集計例
ウィルス定義ファイル 20030103.11 または 20021229.01 のどちらかがインストールされ
ている PC を抽出する
1. 次の条件で集計を実行する。
図 4-18

条件の指定例（ウィルス定義ファイルの集計）

2. 集計画面で，集計区分「20030103.11」と「20021229.01」を選択する。
詳細画面には，ウィルス定義ファイル 20030103.11 がインストールされている
PC と，ウィルス定義ファイル 20021229.01 がインストールされている PC が，
それそれ表示されます。
図 4-19 ［集計］ウィンドウ（ウィルス定義ファイルの集計）

ウィルス定義ファイル 20030103.11 と 20021229.01 が両方ともインストールされていな
い PC を抽出する
1. 次の条件で集計を実行する。
図 4-20

条件の指定例（未インストール PC の抽出（1/2）
）

2. 1. で集計されたホストで，あて先グループを作成する。
あて先グループの作成方法については，「4.2.7

集計結果からあて先グループを

作成する」を参照してください。
3. 2. で作成したあて先グループを集計対象にし，次の条件で集計を実行する。
集計対象の選択方法については，「4.2.2

集計対象の選択」を参照してください。
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図 4-21

条件の指定例（未インストール PC の抽出（2/2）
）

（b） 常駐設定の集計
ウィルス対策製品の常駐／非常駐の設定状態で，ホストの台数を集計します。
次のホストは「不明」として集計されます。
•「ウィルス対策製品を検索」でソフトウェア情報を取得していないホスト
• ウィルス対策製品がインストールされていないホスト
• 常駐設定の情報の取得に失敗したホスト
● 条件値の設定
「インベントリ情報」で「常駐設定」を選択します。
（c） 製品名の集計
ウィルス対策製品名ごとに，ホストの台数を集計します。
● 条件値の設定
図 4-22 ［条件の設定］ダイアログボックス（製品名の集計）

ソフトウェア名の選択
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集計するウィルス対策製品を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「ソフトウェア名の選択」で選択したウィルス対策製品以外を集計します。この
チェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したソフトウェア名の末尾に「以外」と表示されます。
選択したソフトウェアがインストールされていない
「ソフトウェア名の選択」で選択したウィルス対策製品がインストールされていない
ホストの台数を集計します。「ウィルス対策製品を検索」でソフトウェア情報を取得
していないホストも集計の対象になります。このチェックボックスをオンにすると，
複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したソフトウェア名の末尾に「未インストール」と表示されます。
● 集計例
「(a) ウィルス定義ファイルの集計」の集計例を参照してください。

（4） Microsoft Office 製品情報の集計
Microsoft Office 製品ごとにホストの台数を集計します。ただし，Microsoft Office 製品
のコンポーネントは集計できません。Microsoft Office 製品のコンポーネントとは，複数
のソフトウェア製品で構成される Microsoft Office の中に含まれている，Microsoft Word
などのソフトウェアです。
Microsoft Office 製品の集計は「インストールパッケージ」の集計でもできますが，
「Microsoft Office 製品情報」で集計すると，インストールパッケージの中から Microsoft
Office 製品だけを選択する手間が省けます。
なお，Microsoft Office 製品情報を集計する場合は，「ソフトウェア情報の取得」ジョブ
作成時の［オプション］パネルで，
「Microsoft Office 製品を検索」を選択して情報を取
得しておく必要があります。
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● 条件値の設定
図 4-23 ［条件の設定］ダイアログボックス（Microsoft Office 製品情報の集計）

ソフトウェア名の選択
集計する Microsoft Office 製品を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「ソフトウェア名の選択」で選択した Microsoft Office 製品以外を集計します。この
チェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したソフトウェア名の末尾に「以外」と表示されます。
選択したソフトウェアがインストールされていない
「ソフトウェア名の選択」で選択した Microsoft Office 製品がインストールされてい
ないホストの台数を集計します。
「Microsoft Office 製品を検索」でソフトウェア情
報を取得していないホストも集計の対象になります。このチェックボックスをオン
にすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したソフトウェア名の末尾に「未インストール」と表示されます。
● 集計例
「(3)(a)
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（5） ホストタイプ別の集計
中継マネージャ，中継システム，およびクライアントの台数を集計します。
中継するシステムとクライアントが同一 PC 上に存在するホストは，中継するシステム
にだけカウントされます。ただし，集計を実行している PC にマネージャとクライアン
トが存在した場合，その PC はクライアントにだけカウントされます。
また，［対象選択］ウィンドウで，オフラインフォルダおよびオフラインマシンを集計対
象として選択している場合，オフラインフォルダは中継システムとして，オフラインマ
シンはクライアントとして集計されます。オフラインフォルダおよびオフラインマシン
についての詳細は，
「7.7.2(3) オフラインマシンでの情報の取得」を参照してください。
● 条件値の設定
「インベントリ情報」で「ホストタイプ別」を選択します。
● 集計結果の例
図 4-24

ホストタイプ別の集計結果

（6） システム情報の集計
次のシステム情報ごとに，ホストの台数を集計できます。条件値の設定方法は五つのパ
ターンに分かれていますので，(a) 〜 (e) を参照してください。
なお，システム情報を集計するためには，あらかじめシステム情報を取得しておく必要
があります。［条件の設定］ダイアログボックスの「インベントリ情報」欄で「未取得ホ
スト（システム情報）
」を選択した場合，システム情報を取得していないホストの台数を
集計できます。
表 4-1 システム情報の項目説明と条件値の参照先
システム情報

説明

条件値の参照先

CPU タイプ

CPU の種別ごとに集計します。

(a)

コプロセッサ

コプロセッサの有無ごとに集計します。

−

マシン種別

マシンの種別ごとに集計します。UNIX のホストにだ
け有効です。

−
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システム情報

説明

条件値の参照先

CPU クロック数

CPU のクロック数ごとに集計します。

−

OS

OS の種別ごとに集計します。

(a)

OS バージョン

OS のバージョンごとに集計します。

−

OS サブバージョン

OS のサブバージョンごとに集計します。

−

OS パッチ情報／ OS ビ
ルド番号

UNIX のホストの場合は OS のパッチ情報，Windows
のホストの場合は OS のビルド番号ごとに集計しま
す。

−

OS ライセンス情報

OS のライセンス情報ごとに集計します。UNIX のホ
ストにだけ有効です。

−

OS の言語

OS の言語ごとに集計します。

(a)

クライアントバージョ
ン

中継マネージャ，中継システム，およびクライアント
のバージョンごとに集計します。

−

利用可能システムリ
ソース容量

利用可能なシステムリソース容量ごとに集計します。

(b)

利用可能ユーザメモリ
容量

利用可能なユーザメモリ容量ごとに集計します。

(b)

空きハードディスク容
量

ハードディスクの空き容量ごとに集計します。

(b)

全ディスク容量

全ディスク容量ごとに集計します。

(b)

実メモリ容量

実メモリ容量ごとに集計します。

(c)

ビデオドライバ

ビデオドライバの種類ごとに集計します。

(d)

モデル

PC の製品モデルごとに集計します。

−

ネットワークアダプタ

ネットワークアダプタの種類ごとに集計します。

−

デフォルトルータアド
レス

デフォルトルータアドレスごとに集計します。

−

WMI

WMI のバージョンごとに集計します。

−

Windows Installer

Windows Installer のバージョンごとに集計します。

−

MBSA

MBSA のバージョンごとに集計します。

−

Windows Update Agent

WUA のバージョンごとに集計します。

−

プロセッサ数

プロセッサ数ごとに集計します。

−

IE パッチ情報

IE のパッチ情報ごとに集計します。

(e)

BIOS 製造元

BIOS の製造元ごとに集計します。

(a)

BIOS バージョン
(SMBIOS)

SMBIOS に準拠した BIOS のバージョンごとに集計
します。

(a)

AMT ファームウェア
バージョン

AMT のファームウェアバージョンごとに集計します。

−

Guest アカウント

Guest アカウントの有無で集計します。

−
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説明

条件値の参照先

脆弱なパスワード

脆弱なパスワードの有無で集計します。

−

パスワードを更新して
からの経過日数

指定した範囲ごとに集計します。
アカウントは集計の対象外です。

(b)

無期限のパスワード

無期限のパスワードの有無で集計します。

−

自動ログオンの設定

自動ログオンの設定の有無で集計します。

−

共有フォルダ

共有フォルダの有無で集計します。

−

匿名接続の制限

匿名接続の制限ごとに集計します。

−

スクリーンセーバー

スクリーンセーバーの設定の有効 / 無効で集計しま
す。

−

スクリーンセーバー
パスワードの保護機能

スクリーンセーバーのパスワードの保護機能の有効 /
無効で集計します。

−

パワーオンパスワード

パワーオンパスワードの設定の有無，未実装，または
不明で集計します。

−

Windows ファイア
ウォールの設定

Windows ファイアウォールの設定の有効 / 無効で集計
します。

−

Windows 自動更新

Windows 自動更新の有効 / 無効で集計します。

−

不要なサービス

不要なサービスの有無で集計します。

−

モニタの電源を切る
（AC）

AC 電源で動作中に，モニタの電源をオフにするまで
の時間ごとに集計します。

−

モニタの電源を切る
（DC）

DC 電源で動作中に，モニタの電源をオフにするまで
の時間ごとに集計します。

−

プロセッサ調整（AC）

AC 電源で動作中のプロセッサの，消費電力の設定値
ごとに集計します。

−

プロセッサ調整（DC）

DC 電源で動作中のプロセッサの，消費電力の設定値
ごとに集計します。

−

ハードディスクの電源
を切る（AC）

AC 電源で動作中に，ハードディスクの電源が切れる
までの時間ごとに集計します。

−

ハードディスクの電源
を切る（DC）

DC 電源で動作中に，ハードディスクの電源が切れる
までの時間ごとに集計します。

−

システムスタンバイ / ス
リープ（AC）

AC 電源で動作中に，コンピュータがシステムスタン
バイまたはスリープ状態になるまでの時間ごとに集計
します。

−

システムスタンバイ / ス
リープ（DC）

DC 電源で動作中に，コンピュータがシステムスタン
バイまたはスリープ状態になるまでの時間ごとに集計
します。

−

システム休止状態（AC）

AC 電源で動作中に，コンピュータが休止状態になる
までの時間ごとに集計します。

−

DC 電源で動作中に，コンピュータが休止状態になる
までの時間ごとに集計します。

−

システム休止状態
（DC）
（凡例）
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−：条件値の設定はできません。インベントリ情報の値ごとにホストの台数が集計されます。

（a） CPU タイプ，OS，OS の言語，BIOS 製造元，BIOS バージョン（SMBIOS）の集
計
● 条件値の設定
図 4-25

条件値の設定画面（CPU タイプの集計）

一覧（選択したシステム情報の項目名が「一覧」の前に表示されます）
集計する CPU タイプ，OS，OS の言語，BIOS 製造元，または BIOS バージョン
（SMBIOS）を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
「Windows 2000」，
「Windows 2003」，
「Windows NT」または「Windows XP」を選
択した場合，そのエディションすべてを集計します。例えば，
「Windows NT」を選
択すると，
「Windows NT Workstation」や「Windows NT Server」なども集計の対
象になります。
選択項目を除いた項目
「一覧」で選択したもの以外を集計します。このチェックボックスをオンにすると，
複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄の
末尾に「以外」と表示されます。
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（b） 利用可能システムリソース容量，利用可能ユーザメモリ容量，空きハードディスク
容量，全ディスク容量の集計，パスワードを更新してからの経過日数
● 条件値の設定
図 4-26

条件値の設定画面（利用可能システムリソース容量の集計）

範囲指定
集計する値の範囲を指定します。最小値，最大値，および「単位」を指定してくだ
さい。指定できる値は 1 〜 32,767 で，デフォルト値は次のとおりです。
100 〜 999MB

• 利用可能システムリソース容量
• 利用可能ユーザメモリ容量

100 〜 999MB

• 空きハードディスク容量

500 〜 5,000MB

• 全ディスク容量

1 〜 64GB

• パスワードを更新してからの経過日数

0 〜 42 日

値指定
指定した値を基準に，集計する範囲を指定します。基準となる値，「比較条件」
，「単
位」を指定してください。デフォルトは 1 以上です。
なお，「比較条件」で「以外」
，「以上」
，または「より大きい」を指定した場合，上
限値は 32,767 と仮定して集計されます。
集計間隔を設定する
「集計間隔」と「単位」で指定した値ごとの区切りで，ホストの台数を集計します。
例えば 100MB と指定した場合，1MB 以上 101MB 未満，101MB 以上 201MB 未
満，201MB 以上 301MB 未満，
・・・ごとに集計されます。
チェックしない場合は，「範囲指定」または「値指定」で指定した範囲を一つの集計
区分として集計します。ただし，全ディスク容量は，同一の値ごとにホストの台数
を集計します。パスワードを更新してからの経過日数は非活性となります。
デフォルト値は次のとおりです。
• 利用可能システムリソース容量

256MB

• 利用可能ユーザメモリ容量

256MB

• 空きハードディスク容量

512MB

• 全ディスク容量

1GB
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（c） 実メモリ容量の集計
● 条件値の設定
図 4-27

条件値の設定画面（実メモリ容量の集計）

範囲指定
集計する値の範囲を指定します。最小値，最大値，および「単位」を指定してくだ
さい。指定できる値は 1 〜 32,767 で，デフォルト値は 1 〜 500MB です。
値指定
指定した値を基準に，集計する範囲を指定します。基準となる値，
「比較条件」，
「単
位」を指定してください。デフォルトは 1 以上です。
なお，
「比較条件」で「以外」，
「以上」，または「より大きい」を指定した場合，上
限値は 32,767 と仮定して集計されます。
（d） ビデオドライバの集計
● 条件値の設定
図 4-28

条件値の設定画面（ビデオドライバの集計）

ビデオドライバ名
集計するビデオドライバ名を入力します。入力した文字列と完全に一致するビデオ
ドライバ名が集計の対象になります。任意の文字列を意味する「*」を使用すること
もできます。
デフォルトは「*」で，すべてのビデオドライバ名ごとにホストの台数を集計しま
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す。
（e） IE パッチ情報の集計
● 条件値の設定
図 4-29

条件値の設定画面（IE パッチ情報の集計）

IE パッチ情報一覧
集計する IE パッチを選択できます。指定した IE パッチが適用されているホストが
集計されます。「N/A」を選択すると，どの IE パッチも適用されていないホストを
集計できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択したパッチが適用されていない
「IE パッチ情報一覧」で選択した IE パッチが適用されていないホストを集計しま
す。システム情報を取得していないホストは，この集計の対象にはなりません。こ
のチェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択した IE パッチの末尾に「未インストール」と表示されます。
● 集計例
IE パッチ Q306121 と Q306122 が両方とも適用されている PC を抽出する
1. 次の条件で集計を実行する
図 4-30

条件の指定例（両方とも適用されている PC を抽出）

IE パッチ Q306121 または Q306122 のどちらかが適用されている PC を抽出する
1. 次の条件で集計を実行する。
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図 4-31

条件の指定例（どちらかが適用されている PC を抽出）

2. 集計画面で，集計区分「Q306121」と「Q306122」を選択する。
詳細画面には，IE パッチ Q306121 の適用されている PC と，IE パッチ
Q306122 の適用されている PC が，それそれ表示されます。
図 4-32 ［集計］ウィンドウ（IE パッチ情報の集計）

3. ［表示］メニューから［同一ホストの非表示］を選択する。
詳細画面に同じホストが複数行あった場合，重複しないように，1 行だけ表示さ
れます。
つまり，IE パッチ Q306121 または Q306122 のどちらか一方が適用されている
PC と，両方が適用されている PC が，重複しないように表示されます。
図 4-33 ［同一ホストの非表示］を選択した場合の［集計］ウィンドウ（IE パッチ情報
の集計）

IE パッチ Q306121 と Q306122 が両方とも適用されていない PC を抽出する
1. 次の条件で集計を実行する。
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条件の指定例（両方とも適用されていない PC を抽出（1/2）
）

2. 1. で集計されたホストで，あて先グループを作成する。
あて先グループの作成方法については，「4.2.7

集計結果からあて先グループを

作成する」を参照してください。
3. 2. で作成したあて先グループを集計対象にし，次の条件で集計を実行する。
集計対象の選択方法については，「4.2.2
図 4-35

集計対象の選択」を参照してください。

条件の指定例（両方とも適用されていない PC を抽出（2/2）
）

（7） レジストリ情報の集計
レジストリ情報ごとにホストの台数を集計します。
レジストリ項目は，
「インベントリ情報」欄の「システム情報」下に表示されます。上位
マネージャでは，下位の中継マネージャだけが管理しているレジストリ項目は表示され
ません。
また，「インベントリ情報」欄で「未取得ホスト（レジストリ情報）」を選択すると，レ
ジストリ情報を取得していないホストの台数を集計することもできます。
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● 条件値の設定
図 4-36 ［条件の設定］ダイアログボックス（レジストリ情報の集計）

レジストリ情報一覧
集計するレジストリ情報を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「レジストリ情報一覧」で選択したレジストリ情報以外を集計します。このチェック
ボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したレジストリ情報の末尾に「以外」と表示されます。
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● 集計結果の例
図 4-37

レジストリ情報の集計結果

（8） ユーザインベントリ情報の集計
ユーザインベントリごとにホストの台数を集計します。ただし，クライアントユーザの
入力方法が「選択入力（テキスト入力も可）
」の項目の場合，クライアントユーザがテキ
スト入力したユーザインベントリ情報は，集計できません。
上位マネージャでは，下位の中継マネージャだけが管理しているユーザインベントリ項
目は，「インベントリ情報」欄に表示されません。
条件値の設定方法は，ユーザインベントリ項目に設定しているクライアントユーザの入
力方法によって異なります。
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（a） クライアントユーザの入力方法が「選択入力」および「選択入力（テキスト入力も
可）
」の項目の場合
● 条件値の設定
図 4-38 ［条件の設定］ダイアログボックス（ユーザインベントリ情報の集計）

ユーザインベントリ一覧
集計するユーザインベントリ情報を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
選択項目を除いた項目
「ユーザインベントリ一覧」で選択したユーザインベントリ情報以外を集計します。
このチェックボックスをオンにすると，複合条件は設定できません。
このチェックボックスをオンにして条件を追加すると，
「条件一覧」の「条件」欄に
は，選択したユーザインベントリ情報の末尾に「以外」と表示されます。
● 注意事項
階層化したユーザインベントリ項目で，1 項目内に重複する選択項目がある場合，
「ユー
ザインベントリ一覧」では，一つの選択項目としてまとめて表示されます。集計値は，
それぞれの合計台数を足した数になります。例えば，次の図のようなユーザインベント
リ項目を作成していた場合，「課」項目で集計すると，開発部の庶務課と総務部の庶務課
のクライアント台数を足した数が，「庶務課」の集計値となります。個別に集計したい場
合は，上位項目（部）と下位項目（課）の複合条件で集計します。意味のある集計をす
るために，あらかじめユーザインベントリ項目の構造を把握しておいてください。階層
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化したユーザインベントリ項目についての詳細は，
「3.3.2(5)

インベントリ情報を管理する

階層化したユーザインベ

ントリ項目の作成手順」を参照してください。

● 集計結果の例
図 4-39

ユーザインベントリ情報の集計結果
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（b） クライアントユーザの入力方法が「テキスト入力」の項目の場合
● 条件値の設定
図 4-40 ［条件の設定］ダイアログボックス（ユーザインベントリ情報の集計）

値
集計するユーザインベントリ情報を入力します。入力した文字列と完全に一致する
ユーザインベントリ情報が集計の対象になります。任意の文字列を意味する「*」を
使用することもできます。
デフォルトは「*」で，すべてのユーザインベントリ情報ごとにホストの台数を集計
します。

（9） ディレクトリ情報の集計
ディレクトリ情報の項目ごとにホストの台数を集計します。
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● 条件値の設定
図 4-41 ［条件の設定］ダイアログボックス（ディレクトリ情報の集計）

インベントリ情報
集計するディレクトリ情報の項目を選択できます。デフォルトは「すべて」です。
複合条件を設定する場合，選択できるのは 5 項目までです。
条件値
集計するディレクトリ情報の値を入力します。入力した文字列と完全に一致する
ディレクトリ情報が集計の対象になります。任意の文字列を意味する「*」を使用す
ることもできます。
デフォルトは，「*」です。すべてのディレクトリ情報ごとにホストの台数を集計し
ます。
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● 集計結果の例
図 4-42

4.2.4

ディレクトリ情報の集計結果

表示項目の設定

集計ウィザードの［表示項目の設定］ダイアログボックスで，集計結果の詳細画面に表
示するインベントリ項目を選択できます。集計時に表示項目の設定をしなかった場合は，
前回の表示項目の設定が反映されますが，集計時にインベントリ項目が削除されている
ときは，自動的に表示項目から除外されます。
デフォルトでは，ユーザインベントリ情報を除く，すべての項目が表示されます。
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図 4-43 ［表示項目の設定］ダイアログボックス

［表示項目の設定］ダイアログボックスで表示項目を設定するには，「表示対象項目」で
表示するインベントリ項目を選択し，
［>］ボタンをクリックします。［表示項目の設定］
ダイアログボックスの各項目の意味は次のとおりです。
表示対象項目
システム情報，レジストリ情報，ユーザインベントリ情報，ディレクトリ情報のす
べてのインベントリ項目に加えて，ホスト名，IP アドレス，ホスト識別子が表示さ
れます。レジストリ項目は，「システム情報」フォルダ下に表示されます。同時に複
数の項目を選択できます。項目をダブルクリックすると，「表示項目」になります。
表示項目
集計結果の詳細画面に表示されるインベントリ項目です。同時に複数の項目を選択
できます。項目をダブルクリックすると，表示項目から除外されます。
［>］
，［>>］ボタン
「表示対象項目」でインベントリ項目を選択して［>］ボタンをクリックすると，表
示項目になります。［>>］ボタンをクリックすると，すべてのインベントリ項目が表
示項目になります。
［<］
，［<<］ボタン
「表示項目」でインベントリ項目を選択して［<］ボタンをクリックすると，表示項
目から除外されます。［<<］ボタンをクリックすると，すべてのインベントリ項目が
表示項目から除外されます。
［↑］
，［↓］ボタン
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「表示項目」でインベントリ項目を選択して［↑］または［↓］ボタンをクリックす
ると，表示順序を変更できます。集計結果の詳細画面の列には，
「表示項目」に表示
されている順に表示されます。

4.2.5

集計テンプレートの保存

集計ウィザードで設定した集計条件および表示項目を，テンプレートに保存する方法に
ついて説明します。集計条件をテンプレートに保存しておけば，次回からはテンプレー
トを選択するだけで，設定された条件に従って集計が実行されます。同じ条件で，繰り
返し集計を実行する場合に便利です。なお，集計の対象となるホストの情報はテンプ
レートに保存されません。テンプレートの利用時に，そのつど選択します。テンプレー
トの利用方法については，「4.4 テンプレートを利用して表示および集計する」を参照
してください。
図 4-44 ［テンプレートの保存］ダイアログボックス

集計条件および表示項目をテンプレートに保存するには，「保存する場所」と「テンプ
レート名」を指定し，［OK］ボタンをクリックします。［テンプレートの保存］ダイアロ
グボックスの各項目の意味は次のとおりです。
保存する場所
テンプレートを保存する場所を選択します。集計のテンプレートは，
「集計」フォル
ダ下の任意の場所に保存します。
「表示」フォルダ下には保存できません。
テンプレート名
テンプレート名を指定します。テンプレート名として，次の半角文字とスペースは
使用できません。
「!」「"」
「#」「$」
「%」「&」
「'」
「¥」「,」
「;」「:」
「*」「/」
「?」「<」「>」「|」

「保存する場所」で指定したフォルダ下に，新規フォルダを作成します。
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4.2.6 集計結果をグラフ表示する
［集計］ウィンドウで，集計項目名が表示されたタブを選択するだけで，集計結果をグラ
フ表示できます。
ただし，複数のインベントリ項目を複合条件で集計した場合，グラフは表示できません。

（1） グラフを表示する
集計結果が表示されているとき，
［集計結果］タブの横に，集計項目名が表示されたタブ
が表示されます。このタブを選択するだけで，グラフを作成できます。デフォルトでは 3
次元の縦棒グラフが表示されます。
複数のインベントリ項目を独立条件で集計した場合は，設定した独立条件の数だけタブ
が表示され，一つの独立条件に対して一つのグラフが作成できます。

（2） グラフの種類を変更する
集計結果は，3D 縦棒グラフまたは 3D 円グラフで表示できます。
グラフの種類を変更するには，
［グラフ］メニューの［3D 縦棒グラフ］または［3D 円グ
ラフ］を選択します。現在選択されているグラフの種類には，チェックマークが付いて
います。

（3） フォントを変更する
グラフに表示されるラベルのフォントを変更できます。ラベルとは，X 軸，Y 軸，およ
び円グラフ中に表示される集計区分や台数などの文字です。
フォントを変更する方法は，次のとおりです。
1. ［グラフ］メニューから［フォント］を選択する。
［フォント］ダイアログボックスが表示されます。
2. フォントを設定し，
［OK］ボタンをクリックする。
設定したフォントで，ラベルが表示されます。

4.2.7 集計結果からあて先グループを作成する
集計結果からホストをグルーピングして，あて先グループを作成できます。同じ集計区
分に属するホストであて先グループを新規に作成したり，既存のあて先グループにホス
トを追加したりできます。
集計結果からあて先グループを作成する手順を説明します。
1. 集計結果から，あて先グループを作成したいホスト群を選択する。
集計画面で集計区分を選択すると，その区分に属するすべてのホストを選択したこと
になります。詳細画面で任意のホストを選択することもできます。どちらの画面で
も，同時に複数選択できます。
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2. ［実行］メニューから［集計結果からあて先グループを作成］を選択する。
［集計結果からあて先グループを作成］ダイアログボックスが表示されます。
図 4-45 ［集計結果からあて先グループを作成］ダイアログボックス

3. 既存のあて先グループにホストを追加する場合は，既存のあて先グループを選択し，
新規にあて先グループを作成する場合は，

であて先グループを作成し，選択する。

あて先グループ名は半角で 32 文字（全角で 16 文字）まで設定できます。ただし，次
に示す半角文字とスペースは使用できません。
「!」「"」
「%」
「'」「*」
「.」「/」「:」
「<」
「>」
「?」「@」「¥」「|」
また，大文字と小文字は区別されないため，大文字を小文字に（または小文字を大文
字に）変換すると同一名称となるような名称は使用できません。
4. 既存のあて先グループを選択した場合，配下の既存のホストをすべてクリアして，操
作 1. で選択したホストを追加するには，「あて先グループ配下の既存ホストをすべて
クリア」チェックボックスをオンにする。
あて先グループ配下の既存ホストを残したまま，操作 1. で選択したホストを追加する
場合，チェックは外しておいてください。
5. ［OK］ボタンをクリックする。
新規あて先グループ，または指定した既存のあて先グループにホストが追加されま
す。
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4.3 インベントリ情報を表示する
表形式のウィンドウで，クライアントのインベントリ情報を表示できます。表示条件を
設定して，特定のインベントリ情報を持つクライアントだけを表示することもできます。
インベントリ情報は，次のように［テーブル］ウィンドウに表示されます。インベント
リビューア起動直後は，前回の表示条件でインベントリ情報が表示されます。
図 4-46 ［テーブル］ウィンドウ

インベントリ情報を表示する手順は，次のとおりです。操作 2. 以外は，集計手順と同じ
ですので，詳細は「4.2.1

集計手順」〜「4.2.5 集計テンプレートの保存」を参照して

ください。その際，
「集計」を「表示」に読み替えてください。
1. ［対象選択］ウィンドウで，表示対象とするホスト群を選択する。
2. ［実行］メニューから［表示の実行］を選択する。
表示ウィザードの第一ダイアログボックス［条件の設定］が表示されます。
3. 特定のインベントリ情報を持つクライアントだけを表示したい場合は，表示条件を設
定し，
［次へ］ボタンをクリックする。
次のインベントリ項目で，表示条件を設定できます。
• インストールパッケージ
• ソフトウェアインベントリ
• CPU タイプ
• OS
• 利用可能システムリソース容量
• 利用可能ユーザメモリ容量
• 空きハードディスク容量
• 全ディスク容量
• 実メモリ容量
• ビデオドライバ
• レジストリ情報
• ユーザインベントリ情報
すべてのクライアントを表示する場合は，条件を設定する必要はありません。
表示ウィザードの第二ダイアログボックス［表示項目の設定］が表示されます。
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ここで，［次へ］ボタンの代わりに［実行］ボタンをクリックすると，表示が実行さ
れます。［表示項目の設定］は，前回の表示時の設定が使用されます。
4. 表示するインベントリ項目を選択し，［保存 & 実行］ボタンをクリックする。
［テンプレートの保存］ダイアログボックスが表示されます。
ここで，［保存 & 実行］ボタンの代わりに［実行］ボタンをクリックすると，表示条
件をテンプレートに保存しないで，表示が実行されます。
5. 表示条件を保存するテンプレートを指定し，［OK］ボタンをクリックする。
表示ウィザードで設定した表示条件が，指定したテンプレートに保存されたあと，条
件に従って，表示が実行されます。
インベントリビューア最下部のステータスバーには，現在の表示件数が表示されま
す。

282

4.

インベントリ情報を管理する

4.4 テンプレートを利用して表示および集計す
る
表示条件や集計条件を保存したテンプレートを作成しておけば，次回からは，テンプ
レートを選択するだけで，設定された条件に従って表示や集計が実行されます。同じ条
件で，定期的にインベントリ情報を確認したい場合は，テンプレートを利用すると便利
です。

4.4.1 ［テンプレート管理］ウィンドウ
表示条件および集計条件を保存したテンプレートは，
［テンプレート管理］ウィンドウに
表示されます。
［テンプレート管理］ウィンドウを表示するには，［表示］−［テンプレート管理ウィン
ドウの表示］を選択します。
［テンプレート管理］ウィンドウは次のような画面構成に
なっています。
図 4-47 ［テンプレート管理］ウィンドウ

フォルダ表示ビュー
テンプレートフォルダが階層構造で表示されます。
テンプレート表示ビュー
フォルダ表示ビューで選択したフォルダ下のフォルダおよびテンプレートが表示さ
れます。
（青色）
表示条件を保存したテンプレートです。ファイルの拡張子は *.tbl です。
（緑色）
集計条件を保存したテンプレートです。ファイルの拡張子は *.cnt です。
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フォルダおよびテンプレートは，［テンプレート管理］ウィンドウの中でコピー，移動，
および削除できますが，表示フォルダと集計フォルダ間でのコピーおよび移動はできま
せん。
新規フォルダは，必要に応じて作成できます。

4.4.2

テンプレートを利用した表示・集計方法

テンプレートを使って，インベントリ情報の表示および集計を実行する方法を説明しま
す。
1. ［対象選択］ウィンドウで，表示または集計の対象にするホスト群を選択する。
ホストの選択方法については，「4.2.2

集計対象の選択」を参照してください。

2. 右クリックして表示されるメニューから［テンプレートで実行］を選択したあと，サ
ブメニューから，使用するテンプレート名を選択する。
［テンプレートで実行］のサブメニューには，
［テンプレート管理］ウィンドウでの管
理構造と同じ構造でフォルダおよびテンプレート名が表示されます。
メニューの末尾に，直前に実行したテンプレート名が最大三つ表示されますので，そ
れを選択することもできます。
図 4-48 ［対象選択］ウィンドウ（テンプレートを利用した表示・集計方法）

指定したテンプレートに保存されている条件に従って，表示・集計が実行されます。

4.4.3

テンプレートの編集

テンプレートを編集して，別条件のテンプレートを作成できます。テンプレートの編集
は，［テンプレート管理］ウィンドウで行います。
1. ［表示］−［テンプレート管理ウィンドウの表示］を選択する。
［テンプレート管理］ウィンドウが表示されます。
2. 編集するテンプレートを右クリックして表示されたメニューから，［テンプレートの
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編集］を選択する。
［条件の設定］ダイアログボックスに，現在の条件が表示されます。
3. 表示または集計のための条件を設定する。
条件の設定方法は，
「4.2.3 集計条件の設定と集計結果の例」を参照してください。
4. ［次へ］ボタンをクリックする。
［表示項目の設定］ダイアログボックスに，現在の設定が表示されます。
5. 表示するインベントリ項目を設定する。
表示項目の設定方法は，
「4.2.4 表示項目の設定」を参照してください。
6. ［保存］ボタンをクリックする。
［テンプレートの保存］ダイアログボックスが表示されます。
7. 保存する場所とテンプレート名を指定し，
［OK］ボタンをクリックする。
同名で保存すると既存のテンプレートを上書きし，別名で保存すると新しいテンプ
レートが作成されます。
表示テンプレートは集計フォルダ下に保存できません。同様に，集計テンプレートは
表示フォルダ下に保存できません。
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4.5 インベントリ情報を出力する
インベントリビューアでは，表示する情報を絞り込んだり，ソートしたりできるので，
必要な情報だけを並べ替えて，ウィンドウ上で見たままのイメージを出力できます。

4.5.1

インベントリ情報のソート

［テーブル］ウィンドウおよび［集計］ウィンドウの詳細画面では，インベントリ情報を
ASCII コードの昇順または降順にソートできます。連続した最大 3 個の列をキーにする
ことができ，左から順に優先キーとなります。
インベントリ情報をソートするには，ソートのキーとなる列名を選択し，［表示］メ
ニューから［昇順ソート］または［降順ソート］を選択します。
なお，［集計］ウィンドウの集計画面では，列名をクリックすると，集計項目は ASCII
コード順，台数は数値でソートされます。クリックするたびに，昇順，降順を繰り返し
ます。

4.5.2

CSV 形式ファイルへの出力

［テーブル］ウィンドウまたは［集計］ウィンドウで表示している情報を，CSV 形式ファ
イルに保存できます。
［テーブル］ウィンドウの情報を，CSV 形式ファイルへ出力する方法は，次のとおりで
す。
1. ［ファイル］メニューから［CSV ファイルへ保存］を選択する。
［CSV ファイルへ保存］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイルを保存する場所とファイル名を指定する。
指定したファイルに，インベントリ情報が CSV 形式で保存されます。
［集計］ウィンドウの情報を CSV 形式ファイルへ出力する方法は，次のとおりです。
1. 集計画面の情報を保存するのか，詳細画面の情報を保存するのかを選択する。
集計画面の情報を保存する場合は，［ファイル］メニューから［CSV ファイルへ保存］
−［集計結果を CSV ファイルへ保存］を選択します。
詳細画面の情報を保存する場合は，［ファイル］メニューから［CSV ファイルへ保存］
−［詳細表示を CSV ファイルへ保存］を選択します。
［CSV ファイルへ保存］ダイアログボックスが表示されます。
2. ファイルを保存する場所とファイル名を指定する。
指定したファイルに，インベントリ情報が CSV 形式で保存されます。
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4.5.3 印刷
［テーブル］ウィンドウまたは［集計］ウィンドウで表示したインベントリ情報を，ヘッ
ダおよびフッタを付けて印刷できます。
ヘッダおよびフッタの設定方法は次のとおりです。
1. ［ファイル］メニューから［ヘッダ / フッタの設定］を選択する。
［ヘッダ / フッタの設定］ダイアログボックスが表示されます。
図 4-49 ［ヘッダ / フッタの設定］ダイアログボックス

ヘッダ
ヘッダとして出力する文字を入力します。
フッタ
フッタとして出力する文字を入力します。

「ヘッダ」または「フッタ」でフォントを設定したい文字を選択し，このボタン
をクリックすると，［フォントの設定］ダイアログボックスが表示されます。
ヘッダまたはフッタの文字フォントを設定してください。

「ヘッダ」または「フッタ」欄を選択して，このボタンをクリックすると，ヘッ
ダまたはフッタにページ番号が設定されます。

「ヘッダ」または「フッタ」欄を選択して，このボタンをクリックすると，ヘッ
ダまたはフッタに総ページ数が設定されます。

「ヘッダ」または「フッタ」欄を選択して，このボタンをクリックすると，ヘッ
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ダまたはフッタに日付が設定されます。
2. ヘッダおよびフッタを設定し，［OK］ボタンをクリックする。
ヘッダおよびフッタが設定され，次回の印刷時に反映されます。
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4.6 リモートコントロール機能を利用する
インベントリビューアで選択したホストに対して，リモートコントロールマネージャを
使って接続できます。
1. ［テーブル］ウィンドウまたは［集計］ウィンドウの詳細画面でホストを選択し，
［ツール］メニューから［リモートコントロールマネージャの起動］を選択する。
リモートコントロールマネージャが起動し，選択したホストに接続されます。
複数のホストを選択している場合は，
［ホストの選択］ダイアログボックスが表示さ
れますので，操作 2. を行ってください。
図 4-50 ［ホストの選択］ダイアログボックス

2. ホストを選択して［起動］をクリックする。
リモートコントロールマネージャが起動し，選択したホストに接続されます。
なお，インベントリビューアを使用している PC で，運用キーをホスト名にしている場
合は，次の点に注意してください。
● ホスト名を選択して接続する場合は，インベントリビューアを使用している PC で，
アドレス解決できている必要があります。
● 選択したホストが 1 台の場合で，そのホストの IP アドレスの情報があるときは，ホ
スト名と IP アドレスのどちらかを選択して接続できます。ただし，接続先の IP アド
レスが動的に変化する環境では，IP アドレスを選択しても，意図したホストに接続で
きないことがあります。
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クライアントのファイルを
収集する
この章では，クライアントからのファイルの収集（リモートコ
レクト）の方法について説明します。

5.1 リモートコレクトの操作
5.2 リモートコレクトの運用例

291

5. クライアントのファイルを収集する

5.1 リモートコレクトの操作
ここでは，配布管理システムでリモートコレクトを指示するジョブを作成し，実行する
方法，およびアンアーカイバを使用してファイルを復元する方法について説明します。

5.1.1

リモートコレクトの実行

リモートコレクトは，リモートインストールマネージャから実行します。リモートイン
ストールマネージャは，［JP1_NETM_DM Manager］または［JP1_NETM_DM Client］
グループの［リモートインストールマネージャ］アイコンから起動します。

（1） ジョブの作成と実行
リモートコレクト時の，ジョブの作成手順を次に示します。操作および設定内容の詳細
については，「8.2 ジョブを作成する」を参照してください。
1. ［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで［実行］−
［ジョブの実行］を選択する，または［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−
［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスでジョブ種別を指定し，
［OK］ボタン
をクリックする。
リモートコレクトを実行するジョブのジョブ種別は，「リモートコレクト」
，「中継ま
でのリモートコレクト」，および「中継サーバからのコレクトファイル収集」の 3 種
類です。このうちの一つを選択してください。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで，各パネルの項目を設定する。
ダイアログボックス上に表示されるパネルの種類および設定内容は次のとおりです。
なお，［ジョブ］パネル，
［あて先］パネル，および［スケジュール］パネルは，すべ
てのジョブに共通ですが，［コレクトファイル］パネルは，リモートコレクト関連の
ジョブを作成するときだけ表示されるものです。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。
［ジョブ］パネルの設定方法については，「8.2.3 ［ジョブ］パネルの設定」を参
照してください。
［あて先］パネル
リモートコレクトの対象となるシステムを設定します。必ず一つ以上設定してく
ださい。
［あて先］パネルの設定方法については，「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参
照してください。
［コレクトファイル］パネル
リモートコレクトするソフトウェアの情報を設定します。
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［コレクトファイル］パネルの設定方法については，
「(2) ［コレクトファイル］
パネルの設定」を参照してください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。
［スケジュール］パネルの設定方法については，
「8.2.5 ［スケジュール］パネル
の設定」を参照してください。
4. ［実行］，
［保存］，または［保存 & 実行］ボタンをクリックして，ジョブを保存または
実行する。
ジョブが保存または実行されます。

（2）［コレクトファイル］パネルの設定
リモートコレクトジョブを作成する場合，
［ジョブの作成］ダイアログボックスの［コレ
クトファイル］パネルで，収集するファイル，および収集したファイルを格納するディ
レクトリを設定します。収集対象は，ファイルまたはディレクトリ単位に指定できます。
ディレクトリを指定すると，ディレクトリ下のすべてのファイルがアーカイブされて
（一つにまとめて）収集されます。アーカイブファイルには，拡張子に dmz を持つファ
イル名が付けられます。
図 5-1 ［コレクトファイル］パネル

収集対象
リモートコレクトの対象として設定したファイル，またはディレクトリが表示され
ます。100 個までの収集対象が設定できます。
異なるドライブの同一名のディレクトリを収集対象に設定するときは，ディレクト
リ内に同一名のファイルがないことを確認してください。同一名のディレクトリ内
に同一名のファイルがあると，上書きしてリモートコレクトされます。
収集ファイル格納ディレクトリ名
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リモートコレクトしたファイルをどのディレクトリに格納するかを指定します。こ
こで指定したディレクトリの下位に，次に示す形式でファイルをリモートコレクト
します。
• 運用キーにホスト識別子を使用する場合
あて先のホスト名または IP アドレス（ノード識別キーによる）−ホスト識別子 ¥
アーカイブファイル名
• 運用キーにホスト識別子を使用しない場合
あて先のホスト名または IP アドレス（ノード識別キーによる）¥ アーカイブファ
イル名
［コレクトファイル］パネルでは，次の操作ができます。
• 収集対象の追加
• 収集対象の削除
• リモートコレクトのオプションの設定
（a） 収集対象の追加
［コレクトファイル］パネルで［追加］ボタンをクリックすると，
［対象の設定］ダイア
ログボックスが表示されます。このダイアログボックスで，追加する収集対象を指定し
ます。
図 5-2 ［対象の設定］ダイアログボックス

「収集パス名」欄に，収集対象として追加するファイルまたはディレクトリのパスを指定
します。収集対象のパス名の終端に「¥」を指定すると，ジョブがエラーとなるので注意
してください。収集対象のパス名は，半角 63 文字以内で指定してください。64 文字以
上を設定した場合，先頭から 63 文字までが有効になり，エラーにはなりません。また，
収集パス名には次に示す環境変数を指定できます。
表 5-1 収集パス名に指定できる環境変数
環境変数

内容

%NETMDMP%

JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ），または JP1/NETM/DM Client が
インストールされているディレクトリ

%WINDOWS%

Windows がインストールされているディレクトリ

%SYSTEM%

Windows がインストールされているディレクトリ下の System または System32
ディレクトリ※
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ジョブのあて先の OS が Windows 98 または Windows Me の場合に System になり，それ以

外の OS の場合は System32 になります。

（b） 収集対象の削除
「収集対象」から削除するファイルまたはパスを選択し，［削除］ボタンをクリックしま
す。
（c） リモートコレクトのオプションの設定
［コレクトファイル］パネルで［詳細］ボタンをクリックすると，［リモートコレクトの
詳細オプション設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで
は，リモートコレクトのオプションとして，クライアントでの収集のタイミング，収集
時の圧縮の有無，起動する外部プログラムなどを設定できます。
図 5-3 ［リモートコレクトの詳細オプション設定］ダイアログボックス

このダイアログボックスの設定項目は次のとおりです。
収集タイミング
中継するシステム，またはクライアント側でのリモートコレクトのタイミングを設
定します。
• クライアント稼働中
中継するシステムまたはクライアントの，システム稼働中にリモートコレクトし
ます。ジョブ実行時にシステムが起動していない場合は，次回システムを起動し
たときにリモートコレクトします。
• クライアント起動時
中継するシステムまたはクライアントのジョブ実行時以降，最初にシステムを起
動したときにリモートコレクトします。
圧縮指定
リモートコレクトするときに，ファイルを圧縮するかどうかを設定します。デフォ
ルトは「圧縮あり」です。
クライアントでの外部プログラム起動
リモートコレクトをする際，中継するシステム，またはクライアント側では次のタ
イミングで外部プログラムを起動させ，ユーザ固有の処理を実行できます。
収集直前
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リモートコレクトする直前に外部プログラムを起動します。あらかじめ中継す
るシステム，またはクライアントのデータを加工（データ形式の変換など）し
てから収集したい場合などに設定します。
収集直後
リモートコレクトの直後に外部プログラムを起動します。
収集エラー
リモートコレクトのエラー時に外部プログラムを起動します。なお，UNIX ク
ライアントに対しては指定できません。
起動させる外部プログラムのパス名を，ドライブ名を含めて 128 文字以内（PC）ま
たは 64 文字以内（WS）で指定してください。外部プログラムを指定するときの注
意事項を次に示します。
• 外部プログラムのパスにスペースを含める場合は「"」で囲んで指定してくださ
い。ただし，UNIX クライアントで外部プログラムを起動させる場合は，パスに
スペースを含めることはできません。
• 外部プログラムのパスには，文字列「%HITACHI_REG¥xxx%」を含めることは
できません（xxx は，任意の文字列）。この文字列は，各日立プログラムプロダク
トの固有のパスを表すもので，JP1/NETM/DM の予約語となっています。一般
ユーザは指定しないでください。

（3） 実行結果の確認
ジョブの実行状況は，配布管理システムによって一定の間隔で監視され，［ジョブ実行状
況］ウィンドウに表示されます。［ジョブ実行状況］ウィンドウにはすべてのジョブの実
行状況が表示されますが，ジョブ名の先頭に表示されるアイコンで，ジョブの種別を判
断できます。
•

：「リモートコレクト」ジョブ

•

：「中継までのリモートコレクト」ジョブ

•

：「中継サーバからのコレクトファイル収集」ジョブ

•

：「中継サーバのコレクトファイル削除」ジョブ

左側の枠でリモートコレクトのジョブを選択すると，右側の枠には，ジョブの詳細情報
としてリモートコレクトしたファイルのパスが表示されます。アーカイブされたファイ
ルを復元するときは，このパスを確認してから，アンアーカイバを使用してください。
［ジョブ実行状況］ウィンドウに表示される内容や，ジョブごとの詳細情報の表示方法，
ジョブの再実行の方法などについては，「8.4 ジョブの実行状況を確認する」を参照し
てください。

5.1.2

収集ファイルの復元

リモートコレクトしたファイルを復元するために，アンアーカイバを使用します。アン
アーカイバを使用することで，リモートコレクト時にアーカイブまたは圧縮されたファ
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イルが，元の形式に復元されます。
アンアーカイバを起動するには，
［JP1_NETM_DM Manager］または
［JP1_NETM_DM Client］グループの［アンアーカイバ］メニューを選択します。
JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合，［JP1/NETM/DM
ログオン］ダイアログボックスが表示されます。アンアーカイバを操作できる権限を持
つ JP1 ユーザのユーザ名とパスワードを入力してください。
アンアーカイバを起動すると，
［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィンドウが表示さ
れます。
図 5-4 ［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィンドウ

アンアーカイバの右側の画面は，ディレクトリ別・ファイル別にソートされて表示され
ます。ただし，そのドライブが FAT ファイルシステムの場合はソートされません。

（1） ファイルの復元
復元するファイルがどのディレクトリにあるのかを，ファイルを復元する前に［ジョブ
実行状況］ウィンドウで確認しておいてください。
復元するファイルは，ディレクトリに格納されている必要があります。ドライブの直下
に格納されているファイルは，復元できません。
リモートコレクトしたファイルを復元する方法を次に示します。
1. 復元するファイルまたはディレクトリを選択し，
［ファイル］−［ファイルの復元］
を選択する（または

をクリックする）
。

［復元］ダイアログボックスが表示されます。
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図 5-5 ［復元］ダイアログボックス

復元先ディレクトリ
復元先のディレクトリを指定します。指定したディレクトリに，復元したファイ
ルを格納します。復元先のディレクトリは有効なパスを指定してください。
使用するファイルシステムによっては，次に示す条件を満たす必要があります。
・ディレクトリのパスの長さが半角 247 文字以内であること。
・次に示す半角記号を使用していないこと。
「*」「"」
「:」「<」
「>」「|」
「?」
複数のファイルを復元する場合の復元先ディレクトリについては，
「(2)

復元先

のファイル構成」を参照してください。
内容
復元するファイルの名称や内容が表示されます。
アーカイブファイル名
復元するファイルの名称が表示されます。復元の対象としてディレクトリを選択
したときは，ディレクトリ下にあるすべてのファイルの名称が表示されます。
内容一覧
「アーカイブファイル名」で選択したファイルの，内容が一覧で表示されます。
2. 必要な項目を設定して，［OK］ボタンをクリックする。
ファイルの復元を開始します。復元中は，［ファイルの復元］ダイアログボックスが
表示されます。
なお，上記の方法以外に，エクスプローラから［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィ
ンドウまたはアンアーカイバのアイコンに，復元するファイルをドラッグ & ドロップし
てもファイルを復元できます。

（2） 復元先のファイル構成
アーカイブファイルを一つだけ復元する場合，復元されたファイルは，［復元］ダイアロ

298

5.

クライアントのファイルを収集する

グボックスの「復元先ディレクトリ」で指定されたディレクトリの直下に格納されます。
しかし，一度に複数のアーカイブファイルを復元する場合，別々のアーカイブファイル
内に同じ名称のファイルが存在することがあります。このため，複数のアーカイブファ
イルを復元する場合は，
「復元先ディレクトリ」で指定されたディレクトリの下に，次に
示す名称のディレクトリを作成し，その下にファイルを格納します。
アーカイブされたファイル名（拡張子を除く）_ 上位ディレクトリ名
復元先ディレクトリ「C:¥TEMP¥DATA」に，複数のアーカイブファイルを復元する場
合の例を次に示します。
アーカイブファイル名

ファイルの内容

C:¥user¥PC0001¥ED0001.dmz

E10.txt，E11.txt

C:¥user¥PC0001¥ED0002.dmz

E20.dat，E21.dat

C:¥user¥PC0002¥ED0001.dmz

E10.txt，E11.txt

C:¥user¥PC0002¥ED0002.dmz

E20.dat，E21.dat

図 5-6 復元先ディレクトリの構成

5.1.3 中継するシステム上のファイルの削除
リモートコレクト時の中継するシステムでは，その中継するシステムを経由して収集さ
れるすべてのファイルを一時的に保管します。保管されたファイルは，配布管理システ
ムへの収集と同時に自動的に削除されます。
「中継までのリモートコレクト」ジョブを実
行した場合も，「中継サーバからのコレクトファイル収集」ジョブを実行すると，中継す
るシステムに保管されていたファイルは削除されます。
しかし，中継するシステムまでリモートコレクトしたファイルを配布管理システムへ転
送しなかった場合など，中継するシステム上のコレクトファイルを強制的に削除したい
場合は，配布管理システムから「中継サーバのコレクトファイル削除」ジョブを実行し
てファイルを削除してください。
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5.1.4

リモートコレクト実行時の注意事項

リモートコレクトのジョブ実行時，およびアンアーカイバ使用時の注意事項を次に示し
ます。
● 次のような条件でのリモートコレクトは失敗するおそれがあります。
• リモートコレクトするファイルがクライアント側で使用されている場合
• Windows NT クライアントのネットワークドライブからのリモートコレクト
• アクセス権のないディレクトリからのリモートコレクト
●「中継サーバからのコレクトファイル収集」ジョブおよび「中継サーバのコレクトファ
イル削除」ジョブは，あて先として中継するシステムを指定するジョブです。この
ジョブのあて先にクライアントを指定すると，エラー，または実行中（実行状況
20%）のままとなります。
●［ジョブの作成］ダイアログボックスや［アンアーカイバ］ウィンドウに表示されてい
るディレクトリまたはファイルは，途中で，ほかのアプリケーションから削除される
場合があります。このような場合，画面にはその情報が反映されません。すでに削除
されたファイルまたはディレクトリを画面上で選択すると，
「ファイルのアクセスに失
敗しました。
」というエラーダイアログボックスが表示されます。
●「収集ファイル格納ディレクトリ」には，サーバ上のディレクトリを指定してくださ
い。サーバとリモートインストールマネージャが別の PC にインストールされている
場合は特に注意してください。
●「収集ファイル格納ディレクトリ」に，存在しないドライブを指定した場合は，JP1/
NETM/DM のインストールディレクトリ ¥temp にクライアントのホスト名でディレ
クトリが作成され，収集したファイルが格納されます。
● PC（Windows システム）からと WS（UNIX システム）からのリモートコレクトを
一つのジョブで行うことはできません。
● WS（UNIX システム）に対してリモートコレクトジョブを実行する場合は，次の点
に注意してください。
• 収集対象は，ルートディレクトリから指定してください。ただし，ドライブの指定
は不要です。
• 収集対象ファイルまたはディレクトリは一つしか指定できません。複数指定した場
合は，先頭の指定だけが有効になります。
• 収集パス名は，半角 63 文字以内で指定してください。64 文字以上を指定した場合
は，先頭から 63 文字分が有効となります（エラーにはなりません）
。
• 起動する外部プログラムのパスは，半角 64 文字以内で指定してください。65 文字
以上を指定した場合は，先頭から 64 文字分が有効となります（エラーにはなりませ
ん）
。
• 起動する外部プログラムのパスにスペースを含めることはできません。
• 起動する外部プログラムに引数は指定できません。
●［コレクトファイル］パネル，および［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィンドウ
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は，UNC パスに対応していません。ネットワーク上のファイルやディレクトリを使
用する場合は，ネットワークドライブに割り当ててから使用してください。
● 一度にリモートコレクトできるファイル容量の上限は，合計で 2 ギガバイトです。
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5.2 リモートコレクトの運用例
ここでは，さまざまな目的に応じたリモートコレクトの運用例について紹介します。

5.2.1

クライアントでデータを加工してリモートコレクトす
る

リモートコレクトしたデータを配布管理システムまたは中継するシステムで利用すると
き，あらかじめクライアント側でデータを加工しておく方が良い場合があります。例え
ば，各クライアントで処理したデータを基に，サーバのデータベースを更新する処理で，
クライアント側のデータをサーバ側のプログラムで解釈できなければ，データを加工し
なければなりません。サーバにリモートコレクトしてから加工することもできますが，
各クライアントから送られてきた大量のデータを一度に加工しようとすると，サーバの
負荷が大きくなってしまいます。
このような場合は，リモートコレクトの直前に外部プログラムを起動させる機能を利用
すると便利です。リモートコレクトの直前に起動させる外部プログラムとして，データ
加工のためのプログラムを指定することで，上記のような運用に対応できます。
クライアントで加工したデータのリモートコレクトを，次の図に示します。
図 5-7 クライアントで加工したデータをリモートコレクトする

リモートコレクトの直前または直後に起動させる外部プログラムは，［リモートコレクト
の詳細オプション設定］ダイアログボックスで設定します。このダイアログボックスは，
［ジョブの作成］ダイアログボックスの［コレクトファイル］パネルで［詳細］ボタンを
クリックすると表示されます。
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図 5-8 ［リモートコレクトの詳細オプション設定］ダイアログボックス

5.2.2 クライアントアプリケーションの障害情報をリモート
コレクトする
クライアントで発生したユーザアプリケーションプログラムの障害情報を，リモートコ
レクトできます。この場合，各ユーザアプリケーションプログラムは各クライアントの
決められた場所に障害ログを出力するようにしてください。リモートコレクトしたファ
イルはクライアントごとに分けて格納されるので，同時に複数のクライアントで障害が
発生しても，別々にリモートコレクトできます。
クライアントアプリケーションの障害情報のリモートコレクトを，次の図に示します。
図 5-9 クライアントアプリケーションの障害情報をリモートコレクトする
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5.2.3

Windows NT のイベントログ情報をリモートコレクト
する

Windows NT の障害情報は，主にイベントログへ出力され，Windows NT のイベント
ビューアで参照できるようになっています。しかし，イベントビューアでは，複数のク
ライアントのイベントログを同時に参照できません。
そこで，イベントログをテキストファイルに変換するプログラムをクライアントへ配布
して，テキストファイルに変換したイベントログをリモートコレクトすることで，複数
のクライアントのイベントログを収集・参照できます。
イベントログ情報のリモートコレクトの手順を，次の図に示します。
図 5-10

イベントログ情報をリモートコレクトする

1. イベントログをテキストファイルに変換するプログラムを作成する。
プログラムは，Windows NT の API 関数で作成できます。OpenEventLog() 関数で
イベントログをオープンし，ReadEventLog() 関数で 1 エントリずつ読み出したあ
と，読み出したデータをテキストファイルへ出力するプログラムを作成します。
2. 作成したプログラムを各クライアントにリモートインストールする。
すでに，このようなプログラムがクライアントにインストールされている場合は不要
です。
3. イベントログをリモートコレクトする。
このとき，リモートコレクトの直前に起動させる外部プログラムとして，上記のテキ
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ストファイル変換プログラムを指定します。また，リモートコレクトの対象として
は，イベントログを直接指定しないで，テキストファイル変換プログラムが出力する
ファイルを指定します。
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ソフトウェアの稼働状況を
監視する
ソフトウェアの稼働状況を監視するには，どのソフトウェアの
起動を抑止するか，およびどの操作を履歴として取得するかな
どを設定した条件（稼働監視ポリシー）を配布管理システムで
作成します。作成した稼働監視ポリシーをクライアントに適用
させることで，その稼働監視ポリシーに従ってソフトウェアの
稼働状況を監視します。
この章では，稼働監視ポリシーの作成方法，および稼働監視に
関する操作について説明します。

6.1 ソフトウェアの稼働監視の手順
6.2 稼働監視ポリシーを作成する
6.3 稼働監視を開始または停止する
6.4 稼働情報を取得する
6.5 稼働情報を参照する
6.6 ［操作ログ一覧］ウィンドウを操作する
6.7 ［操作ログ集計］ウィンドウを操作する
6.8 ［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを操作する
6.9 稼働監視ポリシーを共有する
6.10 ソフトウェアの稼働監視時の注意事項
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6.1 ソフトウェアの稼働監視の手順
ソフトウェアの稼働状況を監視する手順について説明します。
1. リモートインストールマネージャのウィンドウの［オプション］メニューから，［ソ
フトウェア稼働監視］−［監視対象の設定］を選択する。
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスが表示されます。
図 6-1 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス

2. 稼働監視ポリシーを作成する。
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスで，履歴を取得する操
作や起動を抑止するプログラム，稼働時間を取得するプログラムなどを設定します。
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図 6-2 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスでの設定例

［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスの設定方法については，
「6.2 稼働監視ポリシーを作成する」を参照してください。
また，稼働監視ポリシーを共有する場合は，ファイルを読み込んで作成すると便利で
す。
ファイルを読み込んで稼働監視ポリシーを作成する方法については，
「6.9 稼働監視
ポリシーを共有する」を参照してください。
3. 設定が完了したら，
［完了］ボタンをクリックする。
稼働監視ポリシーが作成されます。
稼働監視を開始するには，稼働監視ポリシーを作成後，クライアントに稼働監視ポリ
シーを適用するためのジョブを実行します。稼働監視の開始方法については，
「6.3
稼働監視を開始または停止する」を参照してください。
4. ［ジョブ定義］ウィンドウで［ファイル］−［ジョブ定義の新規作成］を選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。
5. ジョブ種別に「ソフトウェア稼働監視の制御」を指定し，
［OK］ボタンをクリックす
る。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 6-3 ［ジョブの作成］ダイアログボックス

6. ［稼働監視ポリシー］パネルで，作成したポリシーを設定する。

310

6.

ソフトウェアの稼働状況を監視する

図 6-4 ［稼働監視ポリシー］パネル

［稼働監視ポリシー］パネルの設定方法については，「8.2.8 ［稼働監視ポリシー］パ
ネルの設定」を参照してください。
ダイアログボックス上に表示される，そのほかのパネルの種類および設定内容は次の
とおりです。
［ジョブ］パネル
ジョブ名を設定します。［ジョブ］パネルの設定方法については，
「8.2.3 ［ジョ
ブ］パネルの設定」を参照してください。
［あて先］パネル
稼働監視ポリシーを適用するホストを設定します。必ず一つ以上設定してくださ
い。［あて先］パネルの設定方法については，
「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」
を参照してください。
［スケジュール］パネル
ジョブの登録日時，実行日時，および実行期限を設定します。［スケジュール］
パネルの設定方法については，「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定」を参照し
てください。
［クライアント制御］パネル
クライアント制御機能を使用するかどうかを設定できます。［クライアント制御］
パネルの設定方法については，「8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定」を参
照してください。
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7. ジョブを実行する。
あて先のクライアントに稼働監視ポリシーが適用され，稼働監視が開始されます。
抑止履歴および操作履歴は，クライアントから自動的に通知されます。抑止履歴およ
び操作履歴の取得方法については，「6.4

稼働情報を取得する」を参照してくださ

い。
8. リモートインストールマネージャの［オプション］−［ソフトウェア稼働監視］−
［ソフトウェア稼働情報の参照］を選択する。
［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウが表示されます。
図 6-5 ［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウ

［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウでは，抑止履歴と操作履歴を確認できます。表
示される情報の種類と形式ついては，「6.5

稼働情報を参照する」を参照してくださ

い。
また，「Asset Information Manager Limited」を使用している場合，［操作ログ一覧］
ウィンドウ，［操作ログ集計］ウィンドウ，および［ソフトウェア稼働状況］ウィン
ドウから，取得した稼働情報を管理できます。
なお，ソフトウェアの稼働監視を停止するには，「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブ
作成時の［稼働監視ポリシー］パネルで，「ソフトウェア稼働監視の停止」を設定した
ジョブを実行します。
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6.2 稼働監視ポリシーを作成する
稼働監視ポリシーは，
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスで作
成します。このダイアログボックスで，作成済みの稼働監視ポリシーの設定内容を変更
したり，不要になった稼働監視ポリシーを削除したりできます。
ここでは，稼働監視ポリシーの作成方法をウィザードの操作手順に沿って説明します。
また，作成した稼働監視ポリシーの変更または削除方法も説明します。

6.2.1 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログ
ボックスの表示
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスは，リモートインストール
マネージャの各ウィンドウの［オプション］メニューから，
［ソフトウェア稼働監視］−
［監視対象の設定］を選択すると表示されます。
図 6-6 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス

稼働監視ポリシーを作成するには，
［新規作成］ボタンをクリックしてください。
なお，ほかのコンピュータ上のリモートインストールマネージャから［ソフトウェア稼
働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスを表示している場合，メニューを選択して
も［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスは表示できません。

6.2.2 稼働監視ポリシーの名称の指定
作成する稼働監視ポリシーの名称を指定します。
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図 6-7 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（稼働監視ポリ
シーの名称の指定）

登録するポリシー名
稼働監視ポリシー名を，半角 64 文字（全角 32 文字）以内で指定してください。作
成済みの稼働監視ポリシーと同じ名称は指定できません。
バージョン
稼働監視ポリシーのバージョンを，6 けたまでの英数字（英字は大文字だけ）また
は「/」
（スラッシュ）で設定します。
世代番号
バージョンのほかに，世代番号を付けることができます。4 けたまでの英数字（英
字は大文字だけ）で設定してください。世代番号によって，同一のバージョンを区
別できます。
世代番号を付ける場合は，必ずバージョンも設定してください。世代番号だけを設
定することはできません。バージョンを設定して世代番号の設定を省略すると，世
代番号には自動で「0000」が設定されます。
なお，同じ名称のポリシーは複数作成できません。そのため，同じ名称でバージョンと
世代番号が異なるポリシーを複数作成することはできません。
以降のダイアログボックスで［次へ］ボタンをクリックすると，稼働監視ポリシーの作
成を続行します。作成を中止するときは［キャンセル］ボタンをクリックします。［戻
る］ボタンをクリックすると，一つ前のダイアログボックスに戻ります。

6.2.3

稼働監視の基本設定

クライアントで保管する履歴の最大サイズを指定します。また，停止予告ダイアログ
ボックスの表示時間を指定します。
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図 6-8 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（稼働監視の基本
設定）

最大履歴サイズ
クライアントで保管する抑止履歴および操作履歴の最大サイズを，1 〜 1,000 メガ
バイトで指定してください。デフォルトは 10 メガバイトです。履歴のサイズが指定
した値を超えた場合，古い履歴が削除され，新しい履歴が追加されます。
停止予告ダイアログの表示時間
ソフトウェアの起動を抑止し，監視対象プログラムの許可条件に時間（許可時間）
を指定する場合に有効です。
許可時間が終了する何秒前から停止予告ダイアログボックスを表示させるかを，0
〜 3,600 秒で指定してください。デフォルトは 60 秒です。0 を指定した場合，停止
予告ダイアログボックスが表示されません。

6.2.4 稼働監視結果のアップロードの設定
クライアントから配布管理システムへの，抑止履歴および操作履歴のアップロードに関
する設定をします。
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図 6-9 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（稼働監視結果の
アップロードの設定）

結果情報を通知する
クライアントから配布管理システムへ抑止履歴および操作履歴を通知させる場合に，
チェックボックスをオンにしてください。デフォルトは，チェックボックスがオン
です。
抑止履歴および操作履歴を通知する場合，1 日以上の間隔で時間帯を指定して通知
するか，1 日未満の一定間隔で通知するかを選択できます。デフォルトでは時間帯
を指定して通知します。また，クライアントで抑止対象のイベントが発生したとき
に，その抑止履歴を即時に通知するかどうかを選択できます。
時間帯指定によるアップロード
1 日以上の間隔で，時間帯を指定して履歴を通知したい場合に選択してくださ
い。通知を開始する時間の幅を指定できるため，多数のクライアントが同時に
通知してネットワークやコンピュータに負荷が掛かることを避けたい場合に便
利です。
• 結果通知時間
履歴を通知する時間帯を指定します。デフォルトは 12:00 〜 13:00 で，12:00
から 13:00 までのランダムなタイミングで履歴を通知します。
• 結果通知間隔
履歴を通知する間隔を 1 〜 60 日で指定します。デフォルトは 1 です。
一定間隔でアップロード
1 日未満の間隔で履歴を通知したい場合に選択してください。
• 結果通知間隔
履歴を通知する間隔を指定します。デフォルトは 1 時間 0 分で，稼働監視ポ
リシーが適用されてから 1 時間おきに履歴を通知します。
抑止イベントを即時通知する
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ソフトウェアの起動を抑止する場合に有効です。
起動が抑止されたタイミングで抑止履歴を通知したい場合にチェックボックス
をオンにしてください。

6.2.5 操作履歴の取得の設定
操作履歴を取得するイベントを設定します。操作履歴を取得する場合は必ず設定してく
ださい。
図 6-10 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（操作履歴の取得
の設定）

（1） 操作履歴を取得する
操作履歴を取得する場合にチェックボックスをオンにしてください。デフォルトはオフ
です。
操作履歴を取得する場合は，取得するイベントを次の項目から選択します。必ず一つ以
上の項目を選択してください。デフォルトではどの項目も選択されていません。
• プロセスの起動
• プロセスの停止
• キャプションの変更
• アクティブウィンドウの変更
• マシンの起動 / 停止
• ログオン / ログオフ
• ファイル操作
Web アクセス，印刷操作および外部メディア操作の操作履歴を取得する場合は，それぞ
れ別の画面で設定します。各設定画面に関する説明の参照先を次に示します。

317

6. ソフトウェアの稼働状況を監視する

• Web アクセス：「6.2.8

Web アクセスログの取得の設定」

• 印刷操作：
「6.2.9 印刷操作のログ取得および抑止の設定」
• 外部メディア操作：
「6.2.10 外部メディア操作のログ取得および抑止の設定」

（2）［フィルタリングの設定］ボタン
［フィルタリングの設定］ダイアログボックスを表示します。
［フィルタリングの設定］ダイアログボックスでは，特定のアカウントによる操作履歴を
取得しないように設定したり，特定の拡張子を持つファイルの操作履歴だけを取得する
ように設定したりといった，取得する操作履歴のフィルタリングを設定できます。操作
履歴の取得時に，［フィルタリングの設定］ダイアログボックスで設定した条件が複数適
合する場合，取得しないように設定した条件が優先されます。
なお，［フィルタリングの設定］ボタンは，フィルタリングを設定できる操作のチェック
ボックスをオンにした場合に活性化します。デフォルトは非活性です。
（a）［実行アカウント］パネル
［実行アカウント］パネルでは，操作履歴の取得対象となるアカウントを設定できます。
このパネルでの設定が有効になるのは，次の操作履歴を取得する場合だけです。
• プロセスの起動
• プロセスの停止
• キャプションの変更
• アクティブウィンドウの変更
図 6-11 ［実行アカウント］パネル
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以下の実行アカウント以外を取得する
リストボックスに登録されているアカウント以外のアカウントの操作履歴を取得す
るようになります。デフォルトで設定されています。
以下の実行アカウントのみ取得する
リストボックスに登録されているアカウントだけの操作履歴を取得するようになり
ます。
リストボックスには，登録されたアカウントが表示されます。登録できるアカウントは
100 個までです。
［追加］ボタン
［入力項目］ダイアログボックスが表示され，リストボックスに登録するアカウント
を直接入力できます。アカウントは，20 文字以内の半角英数字で指定します。ただ
し，次に示す記号は使用できません。
「*」「"」「+」「,」「:」「;」「<」「=」「>」「?」「[」「¥」「]」「|」
アカウント名を「/」
（スラッシュ）で区切って入力すると，一度に複数のアカウント
を登録できます。
［参照］ボタン
ユーザアカウントを参照するダイアログボックスが表示され，アカウントを選択し
て登録できます。
［削除］ボタン
リストボックスから，選択したアカウントを削除します。
（b）［プロセス］パネル
［プロセス］パネルでは，操作履歴の取得対象となるプロセス（プログラム）を設定でき
ます。
このパネルでの設定が有効になるのは，次の操作履歴を取得する場合だけです。
• プロセスの起動
• プロセスの停止
• キャプションの変更
• アクティブウィンドウの変更
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図 6-12 ［プロセス］パネル

以下のプロセス以外を取得する
リストボックスに登録されているプロセス以外のプロセスの操作履歴を取得するよ
うになります。
デフォルトで設定されています。
以下のプロセスのみ取得する
リストボックスに登録されているプロセスだけの操作履歴を取得するようになりま
す。
リストボックスには，登録されたプロセスが表示されます。登録できるプロセスは 100
個までです。
［追加］ボタン
［入力項目］ダイアログボックスが表示され，登録するプロセスを直接入力できま
す。プロセスは，半角 255 文字（全角 127 文字）以内で指定します。ただし，次に
示す記号は使用できません。
「¥」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」
プロセス名を「/」
（スラッシュ）で区切って入力すると，一度に複数のプロセスを登
録できます。
［参照］ボタン
ファイルを参照するダイアログボックスが表示され，プロセスを選択して登録でき
ます。
［削除］ボタン
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リストボックスから，選択したプロセスを削除します。
（c）［拡張子］パネル
［拡張子］パネルでは，操作履歴の取得対象となる拡張子を設定できます。
このパネルでの設定が有効になるのは，
「ファイル操作」の操作履歴を取得する場合だけ
です。
図 6-13 ［拡張子］パネル

以下の拡張子以外を取得する
リストボックスに登録されている拡張子以外の拡張子を持つファイルの操作履歴を
取得します。デフォルトで設定されています。
以下の拡張子のみ取得する
リストボックスに登録されている拡張子を持つファイルだけの操作履歴を取得しま
す。
リストボックスには，登録された拡張子が表示されます。登録できる拡張子は 100 個ま
でです。
［追加］ボタン
［入力項目］ダイアログボックスが表示され，登録する拡張子を直接入力できます。
拡張子は，半角 250 文字以内で指定します。ただし，次に示す記号およびスペース
は使用できません。
「¥」「:」「*」「?」「"」「<」「>」「|」「.」
拡張子を「/」
（スラッシュ）で区切って入力すると，一度に複数の拡張子を登録でき
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ます。
［参照］ボタン
ファイルを参照するダイアログボックスが表示されます。ファイルを選択すると，
選択したファイルの拡張子が登録されます。
［削除］ボタン
リストボックスから，選択した拡張子を削除します。

（3） 取得する操作履歴の設定時の注意事項
● 起動後すぐに終了するプログラムは，操作履歴を取得する前にプログラムが終了して
しまうため，プロセスの起動およびプロセスの停止の履歴を取得できない場合があり
ます。
● ファイル名とパスを併せた長さが 260 バイト以上のソフトウェアまたはファイルに対
する操作では，操作履歴を取得できません。

6.2.6

監視対象プログラムの設定

監視対象とするプログラムおよびパス（監視対象プログラム）を設定します。ソフト
ウェアの起動を抑止する場合は必ず設定してください。
図 6-14 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（監視対象プログ
ラムの設定）

監視対象プログラム一覧で設定されていないプログラムの動作設定
「監視対象プログラム一覧」に表示されている項目以外のプログラムおよびパスの起
動を許可するか，抑止するかを選択します。
「許可」を選択すると，「監視対象プログラム一覧」で起動を抑止している項目以外
のプログラムおよびパスの起動を許可します。
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「抑止」を選択すると，
「監視対象プログラム一覧」で起動を許可している項目以外
のプログラムおよびパスの起動を抑止します。ただし，次に示すパスは抑止の対象
外となります。
• %SystemRoot%
• %windir%
• JP1/NETM/DM Client のインストールディレクトリ
• 日立 PP インストールワークディレクトリ
• %Program Files%¥Common Files ※
• %Program Files%¥InstallShield Installation Information ※
注※

OS が 64 ビット版の Windows Server 2008，64 ビット版の Windows Vista

または Windows Server 2003 (x64) の場合，%Program Files% の部分が %Program
Files(x86)% となるパスも含まれます。
デフォルトは，「許可」が設定されています。
なお，「抑止」を設定したポリシーを作成する場合，テスト環境でポリシー適用時の
動作を十分に確認してから，ポリシーをクライアントに適用してください。
監視対象プログラム一覧
稼働を監視するプログラムおよびパスの一覧が表示されます。
「監視対象プログラム一覧で設定されていないプログラムの動作設定」を「抑止」に
設定した場合，起動許可の設定をお勧めするパスとして，%temp% および %tmp%
がデフォルトで表示されます。
プログラムの場合，プロパティ情報のソフトウェア名称，ファイル名，正式ファイ
ル名，ファイルバージョン，ファイルの言語，および製品バージョンが表示されま
す。
「種別」欄には監視対象プログラムの種別が表示されます。ファイル名を設定したプ
ログラムは「ファイル名」が，正式ファイル名を指定したプログラムは「正式ファ
イル名」が表示されます。パスを指定した場合は「パス名」が表示されます。
「動作」欄には，監視対象プログラムの動作設定が表示されます。表示される動作設
定を次に示します。
動作設定

内容

抑止

起動を抑止するプログラムおよびパス

抑止（条件あり）

許可条件を設定した，抑止するプログラムおよびパス

許可

起動を許可するプログラムおよびパス

「監視対象プログラム一覧」に表示される項目は，クライアントで抑止または許可が
優先される順に，自動的にソートされます。そのため，例えば，起動を許可したプ
ログラムの下に起動を抑止するパスが表示されている場合，起動を抑止するパス内
に起動を許可するプログラムが存在していても，プログラムは起動できます。
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図 6-15

監視対象プログラム一覧の概念

［追加］ボタン
次のメニューが表示され，それぞれの方法で監視対象とするプログラムおよびパス
を追加できます。
手動で設定して追加
［プロパティ情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。監視対象とする
プログラムのプロパティ情報を指定して，「監視対象プログラム一覧」に追加し
ます。
ファイルを指定して追加
［ファイル指定］ダイアログボックスが表示されます。選択したプログラム（拡
張子が exe，com，または scr のファイル）のプロパティ情報を読み込んで，
「監視対象プログラム一覧」に追加します。
ファイルを指定して追加する場合，ファイル名は読み込まれません。ただし，
指定したファイルにソフトウェア名称がないときは，ファイル名が登録名とし
て読み込まれます。
ソフトウェアインベントリ辞書から追加
［ソフトウェアインベントリ辞書からの読み込み］ダイアログボックスが表示さ
れます。JP1/NETM/DM のソフトウェアインベントリ辞書を読み込んで，
「監
視対象プログラム一覧」に追加します。条件を指定して追加するプログラムを
絞り込むこともできます。条件の指定方法については，「3.2.5(2) 特定のソフ
トウェアだけを表示する」を参照してください。
ソフトウェアインベントリ辞書から追加する場合，ソフトウェアインベントリ
辞書での「ソフトウェア名称」と「ファイル名」だけが読み込まれます。
「ソフ
トウェア名称」がないときは，「ファイル名」が登録名として読み込まれます。
パスを指定して追加
［パス情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。監視対象とするパスを
指定して，「監視対象プログラム一覧」に追加します。
パスには，環境変数も指定できます。ただし，「C:¥temp¥%xxxx%」のように，
環境変数の前に文字列を指定した場合は，環境変数は文字列として認識されま
す。環境変数には，システムの環境変数が設定されます。ただし，%temp% お
よび %tmp% を指定した場合は，システムの環境変数およびユーザの環境変数
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が設定されます。
［変更］ボタン
［プロパティ情報の設定］ダイアログボックスが表示され，
「監視対象プログラム一
覧」で選択したプログラムのプロパティ情報を変更できます。
［削除］ボタン
監視対象プログラム一覧で選択したプログラムを，「監視対象プログラム一覧」から
削除できます。一度に複数のプログラムを削除できます。
［許可条件の設定］ボタン
［許可条件の設定］ダイアログボックスが表示され，
「監視対象プログラム一覧」で
選択したプログラムの許可条件を設定できます。一度に複数のプログラムの許可条
件を設定できます。

（1） 監視対象プログラムの許可条件の設定
ソフトウェアおよびパスの起動を抑止する場合，
［許可条件の設定］ダイアログボックス
で監視対象プログラムの許可条件を設定できます。許可条件にはユーザ種別と時間の 2
種類があり，両方の条件を満たすとプログラムの起動が抑止されなくなります。例えば，
「Administrators」ユーザグループまたは「user1」ユーザアカウントに所属するユーザ
で，かつ時間が「12:00 〜 13:00」の場合は監視対象プログラムの使用を許可する，と
いった設定ができます。
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図 6-16 ［許可条件の設定］ダイアログボックス

（a） ユーザ種別
種別
プログラムの使用を許可するユーザの種別を，
「ユーザアカウント」または「ユーザ
グループ」から選択してください。デフォルトは「ユーザアカウント」です。
条件
プログラムの使用を許可するユーザアカウントまたはユーザグループの条件を指定
してください。
［参照］ボタンをクリックすると，コンピュータに登録されている
ユーザアカウントまたはユーザグループの一覧から選択できます。
直接指定する場合は，ユーザアカウントは半角 1 〜 20 文字で，ユーザグループは半
角 1 〜 255 文字で指定してください。次に示す半角記号は指定できません。
「*」
「+」
「,」「/」「:」
「;」「<」
「=」
「>」
「?」「[」
「¥」「]」
「|」
許可ユーザ種別
プログラムの使用を許可するユーザ種別と条件が一覧表示されます。条件が複数あ
る場合は，それぞれ OR 条件として扱われます。
［追加］ボタン
「種別」および「条件」に指定したユーザ種別と条件を「許可ユーザ種別」の一
覧に追加します。
［削除］ボタン
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「許可ユーザ種別」で選択したユーザ種別と条件を削除します。
（b） 時間
条件
プログラムの使用を許可する時間の範囲を指定してください。デフォルトでは，開
始時間に現在の時間，終了時間に現在の 1 時間後の時間が設定されています。開始
時間と終了時間に同じ時間は指定できません。
許可時間
プログラムの使用を許可する時間の条件が一覧表示されます。条件が複数ある場合
は，それぞれ OR 条件として扱われます。
［追加］ボタン
「条件」に指定した時間を「許可時間」の一覧に追加します。
［削除］ボタン
「許可時間」で選択した条件を削除します。

（2） 監視対象プログラム設定時の注意事項
●「監視対象プログラム一覧で設定されていないプログラムの動作設定」を「抑止」に設
定する場合，JP1/NETM/DM Manager と JP1/NETM/DM Client の両方がインストー
ルされているコンピュータにポリシーを適用するときは，JP1/NETM/DM Manager
の起動を許可するように設定してください。
● 起動後すぐに終了するプログラムは，起動を抑止する前にプログラムが終了してしま
うため，起動を抑止できない場合があります。
● ファイル名とパスを併せた長さが 260 バイト以上のプログラムは，起動を抑止または
許可できません。
● 監視対象プログラムの設定時に，正式ファイル名の読み込みに失敗した場合は，「ファ
イル名」が設定されます。この場合，正式ファイル名での起動の抑止または許可はで
きません。ファイル名で起動の抑止または許可が判定されます。
正式ファイル名を確認できるファイルでも，ファイルのバージョンリソースの値が矛
盾している場合は，正式ファイル名の読み込みに失敗することがあります。
● クライアントで抑止対象のプログラムを繰り返し抑止すると，次に示すメッセージの
エラーが発生する場合があります。この場合，クライアントの OS を再起動してくだ
さい。
アプリケーションを正しく初期化できませんでした (0xc0000142)。
［OK］をクリックしてアプリケーションを終了してください。

6.2.7 稼働時間の取得の設定
稼働時間を取得するソフトウェアを設定します。ソフトウェアの稼働時間を取得する場
合は，必ず設定してください。
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図 6-17 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（稼働時間の取得
の設定）

ソフトウェア一覧
クライアントで稼働時間を取得するソフトウェアと，ソフトウェアに含まれるプロ
グラムがツリー形式で表示されます。ソフトウェアは
るプログラムは

，ソフトウェアに含まれ

のアイコンで表示されます。

ソフトウェアに含まれるプログラムの構成を，ソフトウェア構成定義と呼びます。
ソフトウェアの項目をダブルクリックすると，
［ソフトウェア構成定義］ダイアログ
ボックスが表示され，ソフトウェア構成定義を変更できます。
「ソフトウェア一覧」に表示されている項目は複数選択できます。ソフトウェアとプ
ログラムを同時に選択した場合，ソフトウェアが選択されているとみなされます。
［追加］ボタン
次のメニューが表示され，それぞれの方法で稼働時間の取得対象とするプログラム
を追加できます。
手動で設定して追加
［ソフトウェア情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。稼働時間の取
得対象とするプログラムのプロパティ情報を指定して，「ソフトウェア一覧」に
追加します。
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図 6-18 ［ソフトウェア情報の設定］ダイアログボックス

ソフトウェア名（必ず指定）
ソフトウェア名を 50 バイト以内で指定します。「|」は指定できません。
ソフトウェアバージョン
ソフトウェアのバージョンを 50 バイト以内で指定します。「|」は指定できませ
ん。この項目は省略できます。
プログラム名（必ず指定）
ソフトウェアに含まれるプログラム名を 255 バイト以内で指定します。exe な
どの実行ファイル名を指定してください。次に示す記号は指定できません。
「¥」
「/」「:」「*」「?」「"」
「<」
「>」
「|」
プログラムバージョン
プログラムのバージョンを 50 バイト以内で指定します。「|」は指定できませ
ん。この項目は省略できます。
プログラム言語
プログラムの言語を選択します。
ファイルを指定して追加
［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。選択したファイルのプ
ロパティ情報を読み込んで，
「ソフトウェア一覧」に追加できます。
ファイルを選択すると，プロパティ情報が設定された［ソフトウェア情報の設
定］ダイアログボックスが表示されます。
［ソフトウェア情報の設定］ダイアログボックスで設定される項目と，ファイル
のプロパティ情報の対応を次に示します。
項番
1

［ソフトウェア情報の設定］ダイアログボックスで設
定される項目
ソフトウェア名

ファイルのプロパティ情報

製品名
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項番

［ソフトウェア情報の設定］ダイアログボックスで設
定される項目

ファイルのプロパティ情報

2

ソフトウェアバージョン

製品バージョン

3

プログラム名

ファイル名

4

プログラムバージョン

ファイルバージョン

5

プログラム言語

言語

プロパティ情報が設定されていない項目は空欄になります。
ソフトウェアインベントリ辞書から追加
［ソフトウェアインベントリ辞書からの読み込み］ダイアログボックスが表示さ
れます。JP1/NETM/DM のソフトウェアインベントリ辞書を読み込んで，
［ソ
フトウェア情報の設定］ダイアログボックスを設定します。条件を指定して追
加するプログラムを絞り込むこともできます。条件の指定方法については，
「3.2.5(2)

特定のソフトウェアだけを表示する」を参照してください。

ソフトウェアインベントリ辞書から追加する場合は，ソフトウェアインベント
リ辞書での「ソフトウェア名称」と「ファイル名」だけが読み込まれます。
「ソ
フトウェア名称」がないときは，「ファイル名」がソフトウェア名として読み込
まれます。
［変更］ボタン
「ソフトウェア一覧」で選択したプログラムの設定を変更できます。
［削除］ボタン
「ソフトウェア一覧」で選択したソフトウェア構成定義およびプログラムを削除しま
す。ソフトウェア構成定義に複数のプログラムが含まれる場合，一部のプログラム
だけ選択して削除することもできます。ソフトウェア構成定義内のすべてのプログ
ラムを削除した場合は，ソフトウェア構成定義も削除されます。
なお，JP1/NETM/Asset Information Manager と連携している場合，JP1/NETM/Asset
Information Manager の画面から，ソフトウェアの稼働状況と併せてソフトウェアのイ
ンストール台数も確認できます。JP1/NETM/Asset Information Manager でソフトウェ
アのインストール台数を正しく表示するためには，ソフトウェア構成定義に指定する
「ソフトウェア名」および「ソフトウェアバージョン」を，次に示す情報と一致させる必
要があります。
● JP1/NETM/DM のインストールパッケージ情報から取得するソフトウェアの場合
パッケージ名称およびパッケージのバージョン
● JP1/NETM/DM のソフトウェアインベントリ情報から取得するソフトウェアの場合
ソフトウェアインベントリ辞書でのソフトウェア名称およびソフトウェアバージョン

（1） ソフトウェア構成定義の内容を変更する
「ソフトウェア一覧」に表示されているソフトウェアの項目をダブルクリックすると，
［ソフトウェア構成定義］ダイアログボックスが表示されます。
［ソフトウェア構成定義］
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ダイアログボックスでは，ソフトウェアに含まれるプログラムを追加したり，削除した
りできます。
なお，ソフトウェア構成定義に設定できるプログラム数は，すべてのソフトウェア構成
定義の合計で 500 個までです。
図 6-19 ［ソフトウェア構成定義］ダイアログボックス

ソフトウェア名
ソフトウェア名を 50 バイト以内で指定します。
「|」は指定できません。
ソフトウェアバージョン
ソフトウェアのバージョンを 50 バイト以内で指定します。
「|」は指定できません。
［追加］ボタン
「手動で設定して追加」および「ファイルを指定して追加」から，ソフトウェア構成
定義にプログラムを追加できます。
［変更］ボタン
選択したプログラムの設定を変更できます。
［削除］ボタン
選択したプログラムを削除します。なお，プログラムをすべて削除すると，ソフト
ウェアの項目も削除されます。
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（2） 稼働時間の取得設定時の注意事項
● 起動後すぐに終了するプログラムは，稼働時間を取得する前にプログラムが終了して
しまうため，稼働時間を取得できない場合があります。
● ソフトウェア構成定義に含まれるプログラムを変更して稼働監視ポリシーをクライア
ントに再度適用する場合，当日中に新しい稼働監視ポリシーで取得した稼働時間に，
変更前の稼働監視ポリシーで取得した稼働時間が加算されることがあります。
● 稼働時間は，バージョンが 08-10 以降のクライアントから取得できます。バージョン
が 08-02 以前のクライアントに，稼働時間の取得だけを設定したポリシーを適用した
場合，ジョブは成功しますが，稼働時間は取得されません。

6.2.8

Web アクセスログの取得の設定

Web アクセスログを取得するかどうか，および取得する場合のフィルタリング条件を設
定します。Web アクセスログは，データ量が大量になるおそれがあります。そのため，
頻繁に業務で使用する Web ページの履歴が取得されないように，フィルタリング条件を
設定してください。
図 6-20 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（Web アクセス
ログの取得の設定）

Web アクセスログを取得する
Web アクセスログを取得するかどうかを設定します。デフォルトでは，チェック
ボックスはオフになっています。
フィルタリング機能を使用する
Web アクセスログを取得する場合に，フィルタリング機能を使用するかどうかを設
定します。
「Web アクセスログを取得する」のチェックボックスをオンにした場合に
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活性化します。デフォルトでは，チェックボックスはオフになっています。Web ア
クセスログは大量に取得されるおそれがあるので，必ずフィルタリング機能を使用
してください。
このチェックボックスをオフにすると，フィルタリング条件が設定されていた場合
も，フィルタリング条件は削除されます。
条件に該当しないログを取得する
フィルタリング条件に指定した URL またはタイトルと，一致しない履歴を取得
します。イントラネットのように，アクセスに問題ない Web サイトを条件に指
定する場合に選択します。
条件に該当するログのみを取得する
フィルタリング条件に指定した URL またはタイトルと，一致する履歴を取得し
ます。業務に関係のない Web サイトや，有害な Web サイトなど，特定の参照
先を禁止する場合に選択します。
フィルタリング条件一覧
追加したフィルタリング条件が一覧で表示されます。
［編集］ボタン
［フィルタリング条件設定］ダイアログボックスが表示され，Web アクセスログ
のフィルタリング条件を作成，変更および削除できます。

（1） フィルタリング条件を追加する
Web アクセスログを取得する際のフィルタリング条件を，
［フィルタリング条件設定］ダ
イアログボックスで作成します。
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図 6-21 ［フィルタリング条件設定］ダイアログボックス

URL
参照可能または参照不可の Web サイトの URL を，フィルタリング条件に指定する
場合に選択します。デフォルトでは，こちらが選択されています。
タイトル
参照可能または参照不可の Web サイトのウィンドウタイトルを，フィルタリング条
件に指定する場合に選択します。
登録名
フィルタリング条件一覧に表示する名称を，1 〜 64 バイトで指定します。名称に
は，スペース，タブ文字以外の文字を指定できます。大文字と小文字は区別されま
せん。
フィルタリング条件
Web サイトの URL またはタイトルを，1 〜 260 バイトで指定します。フィルタリ
ング条件に指定した文字列と一致する文字列を含む URL またはタイトルが，フィル
タリングの対象となります。例えば，
「URL」を選択している場合に，
「hitachi」の
文字列を指定すると，
「hitachi」を含む URL が，すべてフィルタリングの対象とな
ります。
［追加］ボタン
フィルタリング種別，登録名，フィルタリング条件に指定した内容で，フィルタリ
ング条件が追加されます。追加されたフィルタリング条件は，
「設定済み項目」に表
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示されます。
フィルタリング条件は，100 件まで指定できます。
［完了］ボタンをクリックして［フィルタリング条件設定］ダイアログボックスを閉
じると，設定したフィルタリング条件が有効になります。
［変更］ボタン
既存の条件を変更します。変更方法については，「(2)

フィルタリング条件を変更ま

たは削除する」を参照してください。
設定済み項目
フィルタリング条件が一覧で表示されます。
［削除］ボタン
既存の条件を削除します。削除方法については，「(2)

フィルタリング条件を変更ま

たは削除する」を参照してください。

（2） フィルタリング条件を変更または削除する
フィルタリング条件の変更および削除も，
［フィルタリング条件設定］ダイアログボック
スで実行できます。
フィルタリング条件を変更するには，変更したい条件を「設定済み項目」の一覧から選
択して，フィルタリング種別，登録名，フィルタリング条件を指定します。その後，
［変
更］ボタンをクリックすると，選択した条件が変更されます。
フィルタリング条件を削除するには，削除したい条件を「設定済み項目」の一覧から選
択して，［削除］ボタンをクリックしてください。複数の条件を選択して，一括で削除す
ることもできます。
変更および削除の設定を有効にするために，
［完了］ボタンをクリックして［フィルタリ
ング条件設定］ダイアログボックスを閉じてください。

6.2.9 印刷操作のログ取得および抑止の設定
印刷操作の履歴を取得するかどうか，および印刷を抑止するかどうかを設定します。
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図 6-22 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（印刷操作のログ
取得および抑止の設定）

ログを取得する
印刷操作の履歴を取得するかどうかを設定します。デフォルトでは，チェックボッ
クスはオフになっています。このチェックボックスをオンにすると，クライアント
の PC から印刷した履歴が取得されます。また，印刷を抑止している場合，印刷を
抑止した履歴，および印刷抑止を解除した履歴も取得されます。
印刷を抑止する
クライアントの印刷を抑止するかどうかを設定します。デフォルトでは，チェック
ボックスはオフになっています。このチェックボックスをオンにすると，クライア
ントの PC のタスクトレイにアイコン（

）が表示されて，印刷できなくなりま

す。
印刷許可パスワードを指定する
印刷を抑止されているクライアントの PC で，一時的に抑止を解除したい場合
に入力するパスワードを設定できます。「印刷を抑止する」のチェックボックス
をオンにした場合に活性化します。デフォルトでは，チェックボックスはオフ
になっています。パスワードは 1 〜 30 バイトの半角英数字で指定します。大文
字と小文字は区別されます。
なお，全角で入力したパスワードを文字変換で半角にした場合，パスワードは
入力されません。パスワードは，あらかじめ半角で入力する必要があります。

6.2.10

外部メディア操作のログ取得および抑止の設定

外部メディア操作の履歴を取得するかどうか，および外部メディア操作を抑止するかど
うかを設定します。デフォルトでは，すべてのチェックボックスがオフになっています。
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設定が終わったら［完了］ボタンをクリックしてください。稼働監視ポリシーが作成さ
れます。
図 6-23 ［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックス（外部メディア操
作のログ取得および抑止の設定）

外部メディア操作ログを取得する
操作の履歴を取得するかどうかを設定します。デフォルトでは，チェックボックス
はオフになっています。チェックボックスをオンにすると，USB 接続メディア，内
蔵 CD/DVD ドライブ，IEEE1394 接続メディア，および内蔵 SD カードスロットと
の接続と切断（取り外し）の履歴が取得されます。内蔵 FD ドライブとの接続と切
断（取り外し）の履歴は取得できません。また，クライアントの OS が Windows
Server 2008 および Windows Vista の場合，USB 接続の CD/DVD ドライブおよび
内蔵 CD/DVD ドライブの操作の履歴は取得できません。
USB 接続メディアへのアクセスを抑止する
USB 接続しているメディアへのアクセスを抑止します。デフォルトでは，チェック
ボックスはオフになっています。
書き込みと読み出しを抑止する
USB 接続しているメディアへの書き込みと，メディアのデータの参照を抑止し
ます。デフォルトでは，こちらが選択されています。
書き込みだけを抑止する
USB 接続しているメディアへの書き込みだけを抑止します。USB 接続してい
るメディアのデータは参照できます。
内蔵 CD/DVD への書き込みを抑止する
内蔵 CD/DVD ドライブに挿入された CD または DVD への書き込みを抑止します。
デフォルトでは，チェックボックスはオフになっています。内蔵 CD/DVD ドライブ
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に挿入された CD または DVD のデータは参照できます。この設定は，クライアント
の OS の再起動後に有効になります。なお，書き込みを抑止できるのは，Windows
が提供する IMAPI を使用した書き込みだけです。それ以外の製品による書き込みは
抑止できません。
内蔵フロッピーディスクへの書き込みと読み出しを抑止する
内蔵 FD ドライブに挿入された FD への書き込みと，内蔵 FD ドライブのデータの
参照を抑止します。デフォルトでは，チェックボックスはオフになっています。こ
の設定は，クライアントの OS を再起動したあとに有効になります。
IEEE1394 接続メディアへの書き込みと読み出しを抑止する
IEEE1394 接続しているメディアへの書き込みと，IEEE1394 接続メディアのデー
タの参照を抑止します。デフォルトでは，チェックボックスはオフになっています。
内蔵 SD カードへの書き込みと読み出しを抑止する
内蔵 SD カードスロットに挿入された SD カードへの書き込みと，SD カードのデー
タの参照を抑止します。デフォルトでは，チェックボックスはオフになっています。

6.2.11 稼働監視ポリシーの変更または削除
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスで，作成済みの稼働監視ポ
リシーの設定内容を変更したり，不要になった稼働監視ポリシーを削除したりできます。

（1） 稼働監視ポリシーの変更
稼働監視ポリシーの内容を変更するには，［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイ
アログボックスで変更したいポリシーを選択し，［変更］ボタンをクリックしてくださ
い。［ポリシーの変更］ダイアログボックスが表示され，稼働監視ポリシーの内容を変更
できます。

（2） 稼働監視ポリシーの削除
稼働監視ポリシーを削除するには，［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログ
ボックスで削除したいポリシーを選択し，［削除］ボタンをクリックしてください。選択
した稼働監視ポリシーが削除されます。一度に複数の稼働監視ポリシーを削除できます。
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6.3 稼働監視を開始または停止する
ここでは，稼働監視ポリシーの作成後に，稼働監視を開始する方法と，稼働監視を停止
する方法について説明します。

6.3.1 稼働監視の開始方法
稼働監視を開始するには，稼働監視を開始するクライアントをあて先に指定して「ソフ
トウェア稼働監視の制御」ジョブを実行します。
「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブ
の作成時に，［ジョブの作成］ダイアログボックスの［稼働監視ポリシー］パネルで，
「ソフトウェア稼働監視の開始 / 変更」と，クライアントに適用する稼働監視ポリシーを
選択してください。クライアントでジョブが実行されると，選択した稼働監視ポリシー
が適用され，稼働監視が開始されます。
ジョブの実行方法の詳細については，
「8.

ジョブを管理する」を参照してください。ま

た，［稼働監視ポリシー］パネルの詳細については，「8.2.8 ［稼働監視ポリシー］パネル
の設定」を参照してください。
なお，ほかのコンピュータ上のリモートインストールマネージャから［ソフトウェア稼
働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスを表示している場合，
「ソフトウェア稼働監
視の制御」ジョブは実行できません。この場合，
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編
集］ダイアログボックスを閉じてから，ジョブを実行し直してください。

クライアントに適用されている稼働監視ポリシー（適用済みソフトウェア稼働監視ポリ
シー）の名称は，リモートインストールマネージャの［システム構成］
，［あて先］また
は［ディレクトリ情報］ウィンドウの［属性］パネルで確認できます。また，
［属性］パ
ネルで，クライアントから稼働監視結果を最後に取得した日時（ソフトウェア稼働情報
最終更新日時），および適用されている稼働監視ポリシーのバージョン（適用済みソフト
ウェア稼働監視ポリシーバージョン）も確認できます。
クライアントに適用できる稼働監視ポリシーは一つだけです。クライアントに適用され
ている稼働監視ポリシーを変更したい場合は，
「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブの
作成時に，［ジョブの作成］ダイアログボックスの［稼働監視ポリシー］パネルで，「ソ
フトウェア稼働監視の開始 / 変更」と，クライアントに適用する稼働監視ポリシーを選択
してください。

6.3.2 稼働監視の停止方法
稼働監視を停止するには，稼働監視を停止するクライアントをあて先に指定して「ソフ
トウェア稼働監視の制御」ジョブを実行します。
「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブ
の作成時に，［ジョブの作成］ダイアログボックスの［稼働監視ポリシー］パネルで，
「ソフトウェア稼働監視の停止」を選択してください。クライアントでジョブが実行され
ると，稼働監視が停止されます。
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ジョブの実行方法の詳細については，「8.

ジョブを管理する」を参照してください。ま

た，［稼働監視ポリシー］パネルの詳細については，
「8.2.8 ［稼働監視ポリシー］パネル
の設定」を参照してください。
なお，ほかのコンピュータ上のリモートインストールマネージャから［ソフトウェア稼
働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスを表示している場合，「ソフトウェア稼働監
視の制御」ジョブは実行できません。この場合，［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編
集］ダイアログボックスを閉じてから，ジョブを実行し直してください。
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6.4 稼働情報を取得する
抑止履歴，操作履歴，および稼働時間をクライアントから取得するには，次の二つの方
法があります。
• クライアントからの定期通知
• 配布管理システムでの「ソフトウェア稼働情報の取得」ジョブの実行
ここでは，それぞれの方法について説明します。
なお，抑止履歴および操作履歴は，ネットワークの負荷を軽減するために，クライアン
トからの取得時に約 20% の容量に圧縮されます。取得後は配布管理システムで解凍さ
れ，次の表に示す場所に格納されます。
表 6-1 抑止履歴および操作履歴の格納先
稼働情報

配布管理システムでの格納先

抑止履歴

netmdm_monitoring_result テーブル

操作履歴

JP1/NETM/DM Manager のソフトウェア操作履歴格納ディレクトリ※
¥OPERATION

稼働時間

netmdm_monitoring_workresult

注※
JP1/NETM/DM Manager をインストールしたときに，
［ソフトウェア操作履歴格納ディレクト
リの設定］ダイアログボックスで指定したディレクトリ

ソフトウェア起動抑止の抑止履歴は，セットアップで設定した保存件数を超えた場合，
古い履歴から削除されます。設定した保存件数を超えるソフトウェア起動抑止の抑止履
歴を管理したい場合は，CSV 出力ユティリティまたは dcmcsvu コマンドを利用して，定
期的に CSV 形式ファイルに出力してください。
操作履歴は，セットアップで設定したしきい値を超えた場合，超えた分が操作履歴退避
ディレクトリに移動します。操作履歴退避ディレクトリに格納された操作履歴は削除さ
れません。そのため，しきい値を超えた履歴も管理できます。ただし，操作履歴退避
ディレクトリがディスク容量を圧迫するおそれがあるため，定期的にディレクトリのサ
イズを確認して，不要な操作履歴を削除してください。なお，操作履歴を削除する際に
は，JP1/NETM/DM Manager のサービス（Remote Install Server）を停止しておく必
要があります。
稼働時間は，クライアント当たり 220 日分の情報が保存されます。稼働時間を取得した
日数が 220 日分を超えた場合，古い情報から削除されます。保存日数を超える稼働情報
を管理したい場合は，データベースのバックアップを取得してください。
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6.4.1

クライアントからの定期通知

クライアントに保管された履歴を，クライアントから定期的に配布管理システムへ通知
させることができます。稼働監視ポリシーの作成時に「結果情報を通知する」チェック
ボックスをオンにして，履歴を通知する時間帯や間隔を設定してください。稼働監視ポ
リシーに設定したタイミングで，履歴がクライアントから配布管理システムへ通知され
ます。
稼働監視ポリシーの設定方法については，「6.2.4

稼働監視結果のアップロードの設定」

を参照してください。

6.4.2

配布管理システムでの「ソフトウェア稼働情報の取
得」ジョブの実行

クライアントに保管された履歴を，配布管理システムの任意のタイミングで取得できま
す。配布管理システムで「ソフトウェア稼働情報の取得」ジョブを作成し，履歴を取得
したいクライアントをあて先に指定して実行してください。クライアントでジョブが実
行されると，履歴が配布管理システムへ通知されます。
ジョブの実行方法の詳細については，「8.
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6.5 稼働情報を参照する
取得した稼働情報を参照するには，次の二つの方法があります。
●［操作ログ一覧］ウィンドウで参照する
［操作ログ一覧］ウィンドウでは，すべてのクライアントから取得した操作履歴を一覧
で参照できます。また，参照したい操作履歴を，IP アドレスや操作履歴を取得した期
間などの詳細な条件で絞り込めます。
操作履歴の参照には，［操作ログ一覧］ウィンドウを使用することをお勧めします。
［操作ログ一覧］ウィンドウを使用する場合は，
「Asset Information Manager
Limited」をインストールする必要があります。
また，
［操作ログ一覧］ウィンドウで操作履歴を参照するには，取得した操作履歴を
データベースに格納しておく必要があります。操作履歴をデータベースに格納する設
定については，マニュアル「構築ガイド」の「4.2.19 ［AIM 関連］パネル」を参照
してください。
●［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウで参照する
［システム構成］，
［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで選択したクライ
アントごとの操作履歴を参照できます。また，表示されている履歴を印刷したり，検
索したりすることもできます。
印刷操作の抑止履歴，および Web アクセス，印刷操作，外部メディア操作の操作履歴
は，
［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウからは参照できません。Web アクセス，印
刷および外部メディア操作に関する抑止履歴，操作履歴を参照したい場合は，［操作ロ
グ一覧］ウィンドウから参照してください。
ここでは，［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウでの稼働情報の参照方法について説明し
ます。［操作ログ一覧］ウィンドウでの稼働情報の参照方法については，「6.6 ［操作ロ
グ一覧］ウィンドウを操作する」を参照してください。
［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウの表示方法を次に示します。
1. リモートインストールマネージャの［システム構成］
，［あて先］または［ディレクト
リ情報］ウィンドウで，履歴を参照したいクライアントを 1 台選択する。
複数のクライアントは選択しないでください。一度に複数のクライアントの履歴は参
照できません。
2. ［オプション］メニューから［ソフトウェア稼働監視］−［ソフトウェア稼働情報の
参照］を選択する。
［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウが表示されます。
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図 6-24 ［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウ

次に，抑止履歴および操作履歴の参照方法について説明します。

6.5.1

ソフトウェア起動抑止の抑止履歴の参照

ソフトウェア起動抑止の抑止履歴を参照したい場合は，［ソフトウェア稼働情報］ウィン
ドウの左枠で「抑止履歴」を選択してください。［システム構成］
，［あて先］または
［ディレクトリ情報］ウィンドウで選択したクライアントの抑止履歴が右枠に表示されま
す。
右枠の表示形式を次の図に示します。
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抑止履歴の表示形式

ソフトウェア起動抑止の抑止履歴として表示される項目を次の表に示します。各項目は
「,」
（コンマ）で区切られて表示されます。値がない項目には何も表示されません。
表 6-2 抑止履歴として表示される項目
項目
時刻

内容
監視対象プログラムの起動を抑止した時刻

YYYY/MM/DD hh:mm:ss の形式

プログラム名

起動を抑止されたプログラムのファイル名または正式ファイル名

ファイルバージョン

起動を抑止されたプログラムのファイルバージョン

ファイルの言語

起動を抑止されたプログラムの言語

ソフトウェア名称

起動を抑止されたプログラムのソフトウェア名称

製品のバージョン

起動を抑止されたプログラムの製品のバージョン

アカウント

起動を抑止されたプログラムの実行アカウント

ログオンユーザ

起動を抑止されたコンピュータのログオンユーザ

ソフトウェア起動抑止の抑止履歴を参照している場合に［ソフトウェア稼働情報］ウィ
ンドウで実施できる操作を次に示します。
● ソフトウェア起動抑止の抑止履歴を印刷したいときは，［ファイル］メニューから［印
刷］を選択してください。
● ソフトウェア起動抑止の抑止履歴中の文字列をコピーしたいときは，［編集］メニュー
から［コピー］を選択してください。
● ソフトウェア起動抑止の抑止履歴中の文字列を検索したいときは，［編集］メニューか
ら［検索］を選択してください。
● ソフトウェア起動抑止の抑止履歴を最新の情報に更新したいときは，［表示］メニュー
から［最新の情報に更新］を選択してください。
● システム構成から削除されたクライアントの操作履歴を保管していて，それを参照し
たいときは，
［ファイル］メニューから［開く］を選択してください。システム構成か
ら削除したクライアントのホスト識別子または運用キーが名称のディレクトリを指定
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すると，操作履歴を参照できます。

6.5.2

操作履歴の参照

ソフトウェアの操作履歴を参照したい場合は，［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウの左
枠で「操作履歴」を選択してください。［システム構成］
，［あて先］または［ディレクト
リ情報］ウィンドウで選択したクライアントの操作履歴が右枠に表示されます。なお，
表示される項目の詳細については，「6.5.3

操作履歴として表示される項目」を参照して

ください。
操作履歴を参照している場合に［ソフトウェア稼働情報］ウィンドウで実施できる操作
を次に示します。
● 操作履歴を印刷したいときは，
［ファイル］メニューから［印刷］を選択してくださ
い。
● 操作履歴中の文字列をコピーしたいときは，
［編集］メニューから［コピー］を選択し
てください。
● 操作履歴中の文字列を検索したいときは，
［編集］メニューから［検索］を選択してく
ださい。
● 操作履歴を最新の情報に更新したいときは，
［表示］メニューから［最新の情報に更
新］を選択してください。
● 操作履歴格納ディレクトリから退避した操作履歴を参照したいときは，次の操作を実
施してください。
1. ［オプション］メニューの［読み込み先フォルダの設定］を選択する。
2. ［読み込み先フォルダの設定］ダイアログボックスで，操作履歴を読み込むフォル
ダを指定する。
［読み込み先フォルダの設定］ダイアログボックスで，ネットワークドライブを指
定する場合は，読み込み先のフォルダを UNC 形式で半角 127 文字（全角 63 文
字）以内で指定してください。
3. ［表示］メニューから［退避データを表示］を選択する。
退避した操作履歴を参照したあとに，操作履歴格納ディレクトリの操作履歴を参照し
直すときは，
［表示］メニューから［最新データを表示］を選択してください。
● システム構成から削除されたクライアントの操作履歴を保管していて，それを参照し
たいときは，
［ファイル］メニューから［開く］を選択してください。システム構成か
ら削除したクライアントのホスト識別子または運用キーが名称のディレクトリを指定
すると，操作履歴を参照できます。

6.5.3

操作履歴として表示される項目

操作履歴は，操作の対象によってソフトウェアの操作履歴とファイルの操作履歴の 2 種
類に分けられます。どちらの操作履歴を取得するかは，監視対象のイベントによって異
なります。
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ソフトウェアの操作履歴を取得するイベント
• プロセスの起動
• プロセスの停止
• キャプションの変更
• アクティブウィンドウの変更
• マシンの起動 / 停止
• ログオン / ログオフ
ファイルの操作履歴を取得するイベント
• ファイル操作
ソフトウェアの操作履歴とファイルの操作履歴では，
［ソフトウェア稼働情報］ウィンド
ウに操作履歴として表示される項目が異なります。
ソフトウェアの操作履歴とファイルの操作履歴で表示される項目を，次の表に示します。
各項目は「,」（コンマ）で区切られて表示されます。値がない項目には何も表示されませ
ん。
表 6-3 操作履歴として表示される項目
項目

ソフトウェアの操作履歴

ファイルの操作履歴

日時

操作履歴として取得するイベントが
発生した時刻。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss の形式。

操作履歴として取得するイベントが発生
した時刻。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss の形式。

種別

発生したイベントの種別。

発生した操作の種別。

ログオンユーザ

イベントが発生したコンピュータの
ログオンユーザ。

イベントが発生したコンピュータのログ
オンユーザ。

ドライブ種別

−

操作元のドライブ種別。次のどれかが表
示される。
• Local disk（ローカル HDD，
USB-HDD など）
• Network drive（UNC パス，ネット
ワークドライブなど）
• Removable（FD，USB メモリなど）
• CDROM
• RAMDISK
• その他（ドライブ情報の取得失敗など）

ファイル名

−

操作前のファイルまたはフォルダのフル
パス。

変更後ドライブ種
別

−

操作先のドライブ種別。
• Local disk（ローカル HDD，
USB-HDD など）
• Network drive（UNC パス，ネット
ワークドライブなど）
• Removable（FD，USB メモリなど）
• CDROM
• RAMDISK
• その他（ドライブ情報の取得失敗など）
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項目

ソフトウェアの操作履歴

ファイルの操作履歴

変更後ファイル名

−

操作後のファイルまたはフォルダのフル
パス。

ウィンドウタイト
ル

イベントが発生したときのウィンド
ウのキャプション。

−

プログラム名

イベントが発生したプログラムの
ファイル名または正式ファイル名の
フルパス。

操作を実行したプロセス名。
Windows のコモンダイアログでの操作の
場合は Explorer.exe となる。また，OS
が Windows Server 2008 または
Windows Vista の場合に，アプリケー
ションまたはコマンドプロンプトによっ
てファイルが操作されたときも，
Explorer.exe となる。

ファイルバージョ
ン

イベントが発生したプログラムの
ファイルバージョン。

−

アカウント

イベントが発生したプログラムの実
行アカウント。

イベントが発生したプログラムの実行ア
カウント。

（凡例）−：表示されない項目

操作履歴の表示形式を次の図に示します。
図 6-26
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6.6 ［操作ログ一覧］ウィンドウを操作する
ここでは，［操作ログ一覧］ウィンドウの起動方法，および操作方法について説明しま
す。
なお，［操作ログ一覧］ウィンドウで操作ログを管理するためには，取得した操作ログ
を，［操作ログ一覧］ウィンドウでの管理用のデータベーステーブルに格納するよう設定
しておく必要があります。
［操作ログ一覧］ウィンドウで操作ログを管理するための準備については，マニュアル
「導入・設計ガイド」の「2.6.1(2) ［操作ログ一覧］ウィンドウを使用するための準備」
を参照してください。

6.6.1 ［操作ログ一覧］ウィンドウの起動方法
［操作ログ一覧］ウィンドウは，リモートインストールマネージャから起動します。［操
作ログ一覧］ウィンドウを起動するための設定と，起動方法について説明します。

（1） 起動するための設定
JP1/NETM/DM Manager のセットアップの［AIM 関連］パネルで，「Asset
Information Manager Limited」，または JP1/NETM/Asset Information Manager の
URL を指定します。

（2） 起動方法
リモートインストールマネージャの［オプション］メニューから，
［AIM Limited の起
動］−［操作履歴一覧の参照］を選択します。

6.6.2 操作ログの確認方法
［操作ログ一覧］ウィンドウでは，JP1/NETM/DM で取得した稼働情報，および JP1/ 秘
文 LogManager のデータベースに格納されているユーザ操作ログを，操作ログとして表
示します。
［操作ログ一覧］ウィンドウを次に示します。
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図 6-27 ［操作ログ一覧］ウィンドウ

検索条件を指定して，［検索］ボタンをクリックすると，条件に一致する検索結果の一覧
が表示されます。
なお，JP1/ 秘文 LogManager のデータベースに格納されているユーザ操作ログを表示す
る場合は，「Asset Information Manager Limited」の［サーバセットアップ］ダイアロ
グボックスで「JP1/ 秘文との連携設定」を「連携する」に設定してください。［操作ログ
一覧］ウィンドウに，表示するログの「秘文ログイン」チェックボックスや「ファイル
操作」の JP1/ 秘文に関連した項目が表示されます。JP1/ 秘文と連携しない場合は，
「連
携しない」に設定にしてください。
「JP1/ 秘文との連携設定」の設定手順については，マニュアル「構築ガイド」の「10.2.5
JP1/ 秘文連携の設定」を参照してください。

（1） 操作ログを検索する
検索条件を指定して操作ログを検索します。検索条件の内容によっては，検索結果が大
量に表示されるおそれがあります。そのため，目的の情報を絞り込めるように，適切な
検索条件を指定してください。
また，あらかじめ設定されている検索パターンを使用して，操作ログを検索する方法も
あります。検索パターンを使用して操作ログを検索する手順については，「6.6.3 検索パ
ターンを利用した操作ログの確認方法」を参照してください。
操作ログを検索する手順を次に示します。
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1. 検索条件を指定する。
「表示するログ」で，検索したい操作ログのチェックボックスをオンにします。「表示
するログ」の指定方法については，
「(2) 「表示するログ」の指定方法」を参照してく
ださい。
条件を初期状態に戻すには，
［クリア］ボタンをクリックします。
2. ［検索］ボタンをクリックする。
検索条件に一致する操作ログが表示されます。デフォルトでは，検索結果に表示され
る操作ログの件数は 5,000 件です。
表示される操作ログのうち，状態が「エラー」の JP1/ 秘文の操作ログは，枠が黄色
く表示されます。
「警告」の JP1/ 秘文の操作ログは，枠が赤く表示されます。状態が
「正常」の操作ログには，枠は表示されません。
手順 1. で指定した条件を検索パターンとして登録することもできます。検索パターン
を登録する手順については，
「6.6.3(2)

検索パターンの登録および更新」を参照して

ください。
ユーザの操作は，
「ファイル名」のアンカーをクリックすると表示される［ファイル操作
トレース］ダイアログから追跡できます。ユーザの操作を追跡する手順については，
「6.6.4 操作ログの追跡調査」を参照してください。

（2）「表示するログ」の指定方法
「表示するログ」では，確認したい操作ログのチェックボックスをチェックして，表示さ
れた検索項目に条件を設定します。確認したい操作ログに対応するチェックボックスと
連携製品を次の表に示します。
表 6-4 確認したい操作ログに対応するチェックボックスと連携製品
確認したい操作ログ

対応するチェックボックス

連携製品

使用したプログラムの起動，停止または
抑止日時

「プログラム起動」

−

ウィンドウのタイトル変更

「ウィンドウタイトル変更」

−

• フォルダまたはファイルの操作
• 印刷操作

「ファイル操作」

JP1/ 秘文

PC を起動，終了，ログオンまたはログ
オフした操作

「PC 起動」

−

JP1/ 秘文でのログイン，ログアウト，パ
スワード変更などの操作

「秘文ログイン」

JP1/ 秘文

アクセスした Web ページのタイトルまた
は URL

「Web アクセス」

−

外部メディアを接続または切断した操作

「外部メディア操作」

−

（凡例）−：該当なし

「表示するログ」での指定方法を次に示します。
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• どの操作ログを確認する場合も，
「種別」のチェックボックスは必ずチェックしてくだ
さい。
• フォルダまたはファイルの操作を確認したい場合，次の方法で指定してください。
• 「検索対象製品」では，管理対象のクライアントにインストールされている製品を
チェックしてください。
• 「検索対象製品」で「JP1/NETM/DM」のチェックボックスをチェックした場合，
「ドライブ種別（JP1/NETM/DM）
」のチェックボックスも必ずチェックしてくださ
い。
• 「検索対象製品」で「JP1/ 秘文 IF」，
「JP1/ 秘文 IC」
，「JP1/ 秘文 IS」または「JP1/
秘文 CG Pro」のチェックボックスをチェックした場合，「状態（JP1/ 秘文）
」の
チェックボックスも必ずチェックしてください。
• 「ファイル名」のパス名を設定して「前方一致」を選択した場合，設定したパス以下
のフォルダおよびファイルが検索されます。
例えば，
「C:¥ABC¥」と設定したとき，
「C:¥ABC¥」のパス以下にあるフォルダお
よびファイルが検索されます。また，
「C:¥ABC」と設定したとき，「C:¥ABC¥」の
ほかに，
「C:¥ABCD¥」，
「C:¥ABCE¥」などのパス以下にあるフォルダおよびファ
イルも検索されます。
• JP1/ 秘文と連携している場合，同一の操作ログが JP1/NETM/DM および JP1/ 秘文
から取得されることがあります。その場合，同一の操作ログが 2 件，検索結果に表
示されます。
• JP1/ 秘文 IF Mail Option および JP1/ 秘文 MailGuard からは，操作ログを取得で
きません。
• JP1/ 秘文でのログイン，ログアウト，パスワード変更などの操作を確認したい場合，
「状態（JP1/ 秘文）」のチェックボックスは必ずチェックしてください。
また，「表示するログ」で「ファイル操作」を選択し，JP1/NETM/DM のファイル操作
を検索するときの注意事項を次に示します。
•「種別」で「作成」，
「開く」，
「削除」，
「コピー」または「名称変更・移動」を指定する
場合，同時に検索できる検索条件は，
「ファイル名」，
「ドライブ種別 (JP1/NETM/
DM)」
，「プログラム名」および「ログインユーザ」です。
•「種別」で「印刷」，
「印刷抑止」または「印刷抑止解除」を指定する場合，同時に検索
できる検索条件は，
「ログインユーザ」および「ドキュメント名 (JP1/NETM/DM)」
です。
•「種別」で，「作成」
，「開く」
，「削除」
，「コピー」および「名称変更・移動」のうち一
つ以上を指定し，かつ，
「印刷」，
「印刷抑止」および「印刷抑止解除」のうち一つ以上
を指定した場合，同時に検索できる検索条件は，
「ドライブ種別 (JP1/NETM/DM)」
および「ログインユーザ」です。
• 検索条件で「ファイル名」
（または「プログラム名」）と「ドキュメント名 (JP1/
NETM/DM)」の両方に値を指定した場合，検索結果は 0 件となります。
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（3） ファイル操作の「種別」に対応する各製品の操作ログ
検索条件「表示するログ」で「ファイル操作」を選択した場合に指定する「種別」は，
JP1/NETM/DM および JP1/ 秘文の複数の種別をまとめて扱っている項目があります。
ファイル操作の「種別」の項目に対応する，各製品の操作ログの種別を次の表に示しま
す。なお，ここでは，JP1/ 秘文 CG Pro を除いた，JP1/ 秘文 IF，JP1/ 秘文 IC，および
JP1/ 秘文 IS を JP1/ 秘文と総称します。
表 6-5 「種別」の項目に対応する各製品の操作ログの種別
「種別」の項目

JP1/NETM/DM での操作
ログの種別

JP1/ 秘文での操作ログの
種別※ 1

JP1/ 秘文 CG Pro での操
作ログの種別

作成

• ファイル作成
• フォルダ作成

• 作成（アクセス対象が
「プリンタ」を除く）
• フォルダ作成

• ファイルの新規作成

開く

• ファイルオープン

• オープン
• 書き込み

• ファイルを開く
• ファイルに書き込み
• ファイルを読む

削除

• ファイル削除
• フォルダ削除

• 削除
• フォルダ削除

• ファイルの削除

コピー

• ファイルコピー
• フォルダコピー

• コピー
• フォルダコピー
• 共有機密ファイルコ

−

ピー ※ 1
名称変更・移動

•
•
•
•

ファイル移動
フォルダ移動
ファイル名称変更
フォルダ名称変更

• 名称変更・移動
• 共有機密ファイル移動

• ファイルの別名保存

※2

印刷

• 印刷

−

−

印刷抑止

• 印刷抑止

−

−

印刷抑止解除

• 印刷抑止解除（結果が
「成功」または「失敗」
のもの）

−

−

CD ライティン
グ

−

• CD ライティング

−

組織外持ち出し

−

• 組織外持ち出し

−

平文持ち出し

−

• 平文持ち出し

−

機密ファイル作
成

−

• 機密ファイル作成

−

通常印刷

−

• 「作成」でアクセス対
象が「プリンタ」

−

透かし印刷

−

• 「作成」でアクセス対
象が「プリンタ」（透
かしが挿入されたも
の）

−

閉じる

−

−

• ファイルのクローズ
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「種別」の項目

JP1/NETM/DM での操作
ログの種別

JP1/ 秘文での操作ログの
※1

種別

JP1/ 秘文 CG Pro での操
作ログの種別

上書き保存

−

−

• ファイルの上書き保存

復号

−

−

• 復号

暗号化

−

−

• 暗号化

パスワード認証

−

−

• パスワード認証

パスワード変更

−

−

• パスワード変更

ライセンスキー
登録

−

−

• ライセンスキー登録

メディアに書き
込み

−

−

• メディアに書き込み

JP1/ 秘文 管理
サーバへの認証

−

−

• 秘文 AE 管理サーバへ
の認証

秘文サーバ情報
変更

−

−

• 秘文サーバ情報変更

ログの改ざん
チェック

−

−

• ログの改ざんチェック

JP1/ 秘文 CG
Pro エラー発生

−

−

• 秘文 AE CopyGuard
Professional エラー発
生

JP1/ 秘文 CG
Pro 起動

−

−

• 秘文 AE CopyGuard
Professional 起動

JP1/ 秘文 CG
Pro への持ち出
し

−

−

• 秘文 AE CopyGuard
Professional への持ち
出し

JP1/ 秘文 CG
Pro からの持ち
込み

−

−

• 秘文 AE CopyGuard
Professional からの持
ち込み

（凡例）
−：該当しない
注※ 1
JP1/ 秘文 IF，JP1/ 秘文 IC および JP1/ 秘文 IS での操作ログの種別です。
注※ 2
検索結果の「種別」には，「共有機密ファイルコピー」と表示されます。

（4） ホストごとの操作ログの詳細を確認する
検索結果の日時をクリックすると［操作ログ詳細］ウィンドウが表示されます。［操作ロ
グ詳細］ウィンドウでは，ホストごとの操作ログを指定した時間の範囲で確認できます。
［操作ログ詳細］ウィンドウを次に示します。
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図 6-28 ［操作ログ詳細］ウィンドウ

操作ログを確認したい範囲の時間（分）を「表示開始」および「表示終了」に指定して
［最新］ボタンをクリックすると，該当する機器の操作ログのうち，選択したログの時刻
を基準として，指定した時間の範囲内で全種類の操作ログを確認できます。基準となる
時刻の操作ログは，枠が紫色で表示されています。時間は，0 〜 30 分で指定できます。
デフォルトでは，指定した操作ログの前後それぞれ 5 分間のログが表示されています。

（5） 検索結果を出力する
検索結果の一覧を CSV 形式ファイルとして出力できます。CSV 形式ファイルに出力し
たい操作ログの検索条件を設定し，
［CSV］ボタンをクリックすると，検索結果が CSV
形式ファイルとして出力されます。
CSV 形式ファイルに出力される操作ログの件数は，検索結果の取得件数と同様に，5,000
件です。検索結果が 5,000 件を超える場合，すべての検索結果を出力したいときは，
Administrators 権限を持つユーザで jamTakeOperationLog.bat コマンドを実行します。
jamTakeOperationLog.bat の実行方法については，
「(6) 検索結果を全件出力する
（jamTakeOperationLog.bat コマンド）」を参照してください。
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（6） 検索結果を全件出力する（jamTakeOperationLog.bat コマンド）
［操作ログ一覧］ウィンドウでの検索結果を CSV 形式ファイルに出力する，
jamTakeOperationLog.bat コマンドについて説明します。このコマンドは，JP1/
NETM/DM Manager のインストールディレクトリ ¥jp1asset¥exe 下に格納されていま
す。
機能
指定した検索パターンでの操作ログの検索結果を，CSV 形式ファイルに出力しま
す。検索結果が 5,000 件を超えている場合，
［操作ログ一覧］ウィンドウに表示され
ない検索結果を含めたすべての検索結果を出力します。
なお，jamTakeOperationLog.bat コマンドは，Windows のタスクスケジューラに
登録して定期的に実行することもできます。タスクスケジューラに登録する際の設
定については，
「(a) jamTakeOperationLog.bat を定期実行するための設定」を参
照してください。
形式
jamTakeOperationLog.bat

-p "検索パターン名"
-f 出力先ファイル名
-s 取得開始日
[-e 取得終了日]
[-x 拡張出力項目]

引数
• -p
操作ログを取得する検索パターン名を指定します。登録されている名称を指定し
てください。検索パターン名は「"」で囲みます。検索パターン名に「"」が含ま
れる場合，
「"」の部分を「""」として指定してください。例えば，「" 平文 " 持ち
出し」という検索パターン名の場合は，
「-p """ 平文 "" 持ち出し "」と指定しま
す。
• -f
出力する CSV 形式ファイル名をフルパスで指定します。
• -s
操作ログを取得する開始日を指定します。
取得開始日は，次に示す形式で指定します。引数「-s Mx[MDy]」および「-s
Dz」は，タスクを定期的に実行する際に指定すると便利です。
-s yyyymmdd[hhmm]（yyyy は 1900 〜 9999 の整数）
取得を開始する日時を指定します。時刻を省略すると，0 時 0 分 0 秒が設定され
ます。
-s Mx[MDy]（x は 0 〜 999 の整数，y は 1 〜 31 の整数）
タスクの実行日を基準として，x か月前の y 日から取得することを指定します。日
にちを省略すると，x か月前の 1 日から操作ログが取得されます。例えば，10 月
1 日にタスクを実行する場合，8 月 1 日から取得したいときは，
「-s M2MD1」また
は「-s M2」と指定します。
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-s Dz（z は 0 〜 999 の整数）
タスクの実行日を基準として，z 日前から取得することを指定します。例えば，10
月 1 日にタスクを実行する場合，9 月 10 日から取得したいときは，「-s D21」と
指定します。
• -e
操作ログを取得する終了日を指定します。省略すると，タスクを実行した日まで
の操作ログが取得されます。オプション「-e Mx[MDy]」および「-e Dz」は，タ
スクを定期的に実行する際に指定すると便利です。
取得終了日は，次に示す形式で指定します。
-e yyyymmdd[hhmm]（yyyy は 1900 〜 9999 の整数）
取得を終了する日時を指定します。時刻を省略すると，23 時 59 分 59 秒が設定さ
れます。
-e Mx[MDy]（x は 0 〜 999 の整数，y は 1 〜 31 の整数）
タスクの実行日を基準として，x か月前の y 日まで取得することを指定します。日
にちを省略すると，x か月前の月の最終日まで操作ログが取得されます。例えば，
10 月 1 日にタスクを実行する場合，9 月 30 日まで取得したいときは，「-e
M1MD30」または「-e M1」と指定します。
-e Dz（z は 0 〜 999 の整数）
タスクの実行日を基準として，z 日前まで取得することを指定します。例えば，
10 月 1 日にタスクを実行する場合，9 月 20 日まで取得したいときは，「-e D11」
と指定します。
• -x
操作ログの「ホスト名」から引き当てられる，資産情報（AssetInfo）の「部署」
，
「ユーザ名」および「設置場所」のうち，出力したい項目を指定します。このオプ
ションは省略できます。
拡張出力項目は「-x 拡張出力項目のコード」の形式で指定できます。拡張出力項
目のコードは複数指定できます。
拡張出力項目のコードを次に示します。
・G：部署
・U：ユーザ名
・L：設置場所
複数指定する場合は，
「-x GUL」のように続けて選択してください。
なお，操作ログで，同一のホスト名が複数存在する場合は，最初に引き当てられ
た資産情報の「部署」
，「ユーザ名」および「設置場所」の情報が出力されます。
リターンコード
jamTakeOperationLog.bat コマンド実行時のリターンコードを次の表に示します。
コード

内容

0

正常終了した。

2

コマンドの引数に不正な値が指定されている。
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コード

内容

3

該当する検索パターンが存在しない。

4

JP1/NETM/DM のデータベースとの接続時にエラーが発生した。

5

JP1/ 秘文 LogManager のデータベースとの接続時にエラーが発生した。

6

JP1/NETM/DM および JP1/ 秘文 LogManager のデータベースとの接続時にエラーが発生し
た。

7

環境が不正。

8

DLL ロードエラーが発生した。

9

操作ログの出力時にエラーが発生した。

10

レジストリ情報の取得時にエラーが発生した。

11

Asset Information Manager Limited のデータベースの処理でエラーが発生した。

リターンコードが 4 〜 9 の場合，ASTMESn.LOG の内容を確認してください。ま
た，リターンコードが 4 〜 6 のときは，データベースの接続時にエラーが発生して
いるので，あわせて ASTCIMn.LOG の内容も確認してください。各ログファイル
は，JP1/NETM/DM Manager のインストールフォルダ ¥jp1asset¥log に出力されま
す。
（a） jamTakeOperationLog.bat を定期実行するための設定
定期的に jamTakeOperationLog.bat を実行するには，Windows のタスクスケジューラ
に jamTakeOperationLog.bat を実行するタスクを登録します。コマンドプロンプトに
jamTakeOperationLog.bat の実行形式を直接解釈させるため，このタスクを登録すると
きは，タスクのプロパティダイアログで，［タスク］タブの「実行するファイル名」に次
の形式で設定する必要があります。
%COMSPEC% /D /S /C "jamTakeOperationLog.batの実行形式"
「jamTakeOperationLog.bat の実行形式」は，通常にコマンドを実行する場合と同じよ
うに指定します。必ず，「"」
（ダブルクォーテーション）で囲んでください。
「実行するファイル名」の指定例
%COMSPEC% /D /S /C ""C:¥Program
Files¥HITACHI¥NETMDM¥jp1asset¥exe¥jamTakeOperationLog.bat" -p "
ファイル持ち出し" -f c:¥temp¥OperationLog.csv -s M3 -e D1 -x GU"
登録後，「%COMSPEC%」は，CMD.EXE の実行パスに置き換わります。

6.6.3

検索パターンを利用した操作ログの確認方法

検索したい操作ログの検索条件があらかじめ登録されている検索パターンを使用して操
作ログを検索します。検索パターンを使用すると，検索ごとに検索条件を設定する手間
が省けます。
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検索パターンは，
［操作ログ一覧］ウィンドウの次の個所から設定します。
図 6-29 ［操作ログ一覧］ウィンドウの検索パターン名指定領域

検索パターン名
登録されている検索パターンの中から検索パターンを選択します。デフォルトで提
供されている検索パターンについては，「(1) デフォルトで提供されている検索パ
ターン」を参照してください。
［適用］ボタン
クリックすると，選択した検索パターンが検索条件に反映されます。
［保存］ボタン
クリックすると，コンボボックスに表示されている検索パターン名で，検索パター
ンが登録または更新されます。検索パターンを登録および更新する方法については，
「(2)

検索パターンの登録および更新」を参照してください。

［削除］ボタン
クリックすると，コンボボックスに表示されている検索パターンが削除されます。
検索パターンを削除する方法については，「(3)

検索パターンの削除」を参照してく

ださい。
ファイルを持ち出す操作ログを検索する場合を例に，検索パターンを使用して操作ログ
を検索する手順を次に示します。
1. 「検索パターン名」で「ファイル持ち出し」を選択する。
「ファイル持ち出し」は，デフォルトで提供されている検索パターンです。デフォル
トで提供されているほかの検索パターンについては，
「(1) デフォルトで提供されて
いる検索パターン」を参照してください。必要に応じて検索条件を修正します。
また，条件を初期状態に戻すには，
［クリア］ボタンをクリックします。
2. ［適用］ボタンをクリックする。
検索パターンが検索条件に反映されます。検索パターン「ファイル持ち出し」で設定
される検索条件を次に示します。
•「表示するログ」
：「ファイル操作」
•「検索対象製品」
：「JP1/ 秘文 IC」
•「種別」
：「組織外持ち出し」
，「平文持ち出し」
•「状態（JP1/ 秘文）
」：
「正常」，
「エラー」，
「警告」
「表示するログ」で設定できる操作ログについては，「6.6.2(2) 「表示するログ」の指
定方法」を参照してください。
検索結果が大量に表示されるおそれがあるため，検索する前に，検索条件を確認して
ください。
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3. ［検索］ボタンをクリックする。
検索条件に一致する操作ログが表示されます。
表示される操作ログのうち，状態が「エラー」の JP1/ 秘文の操作ログは，枠が黄色
く，「警告」の JP1/ 秘文の操作ログは，枠が赤く表示されます。状態が「正常」の操
作ログには，枠は表示されません。
検索結果に表示される操作ログの件数は 5,000 件です。
手順 1. で設定した検索パターンの条件を変更した場合は，検索パターンとして新規に
登録することもできます。検索パターンを登録する手順については，「(2) 検索パ
ターンの登録および更新」を参照してください。

（1） デフォルトで提供されている検索パターン
デフォルトで提供されている検索パターンの説明，および表示するログを次の表に示し
ます。
表 6-6 デフォルトで選択できる検索パターンの説明および表示するログ
検索パターン

説明

表示するログ

サイト閲覧

ユーザが閲覧したサイトなど
のウィンドウタイトルを確認
します。

• ウィンドウタイトル変
更

コピー検出

フォルダまたはファイルのコ
ピーを確認します。

• ファイル操作

プログラム起動抑止

プログラムの起動の抑止を確
認します。

• プログラム起動

全ログ出力

すべての操作ログを確認しま
す。

• プログラム起動
• ウィンドウタイトル変
更
• ファイル操作
• PC 起動
• 秘文ログイン

プログラム起動全出力

プログラムの起動，停止，ま
たは抑止を確認します。

• プログラム起動

ウィンドウタイトル変更全出力

ウィンドウタイトルの変更を
確認します。

• ウィンドウタイトル変
更

ファイル操作全出力

フォルダまたはファイルに対
するユーザの操作を確認しま
す。

• ファイル操作

Web アクセス

アクセスした Web ページのタ
イトルまたは URL を確認し
ます。

• Web アクセス

印刷ログ

印刷操作を確認します。

• ファイル操作

外部メディア操作

外部メディアを接続または切
断した操作を確認します。

• 外部メディア操作

ＰＣ 起動全出力

PC の起動・停止，ログオン・
ログオフを確認します。

• PC 起動
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表 6-7 JP1/ 秘文 LogManager との連携時に選択できる検索パターンの説明および表示
するログ
検索パターン

説明

表示するログ

ファイル持ち出し

ファイルの持ち出しを確認し
ます。

• ファイル操作

コピー検出

フォルダまたはファイルのコ
ピーを確認します。

• ファイル操作

秘文ログイン失敗

JP1/ 秘文へのログインの失敗
を確認します。

• 秘文ログイン

ファイル持ち出し抑止

ファイルを持ち出す際，警告
が出て持ち出せなかったこと
を確認します。

• ファイル操作

全ログ出力

すべての操作ログを確認しま
す。

• プログラム起動
• ウィンドウタイトル変
更
• ファイル操作
• PC 起動
• 秘文ログイン

ファイル操作全出力

フォルダまたはファイルに対
するユーザの操作を確認しま
す。

• ファイル操作

秘文ログイン全出力

JP1/ 秘文でのログイン，ログ
アウト，パスワード変更など
の操作を確認します。

• 秘文ログイン

印刷ログ

印刷操作を確認します。

• ファイル操作

（2） 検索パターンの登録および更新
検索パターンを登録および更新する手順を次に示します。検索パターンは幾つでも登録
できます。
1. 検索条件を設定する。
目的に応じて検索条件を設定します。検索結果が大量に表示されるおそれがあるた
め，適切な検索条件を指定してください。
すでに登録されている検索パターンを更新する場合は，検索パターンを選択して［適
用］ボタンをクリックすると，検索条件が設定されます。そのあとで，検索条件を変
更します。
2. 「検索パターン名」に検索パターン名を入力する。
検索パターン名を，64 バイト以内の半角英数字，全角文字または記号で入力します。
検索パターンを更新する場合は，更新後の検索パターン名が入力されていることを確
認します。
3. ［保存］ボタンをクリックする。
登録，または更新を確認するダイアログが表示されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
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設定した条件で検索パターンが保存されます。
検索パターン名が登録されていない場合は，検索パターンが新規に登録されます。す
でに登録されている検索パターン名を設定した場合は，設定した検索条件で検索パ
ターンが更新されます。
なお，［OK］ボタンをクリックする際，同時に，ほかのユーザが同じ名称で登録した
場合はエラーになります。その場合は，別の検索パターン名で保存してください。
注意事項
JP1/NETM/DM Manager のコンポーネント「Asset Information Manager Limited」
をバージョンアップすると，デフォルトで提供されている検索パターンは上書きさ
れます。必要に応じて，あらかじめ検索パターンを別名で保存しておいてください。

（3） 検索パターンの削除
検索パターンを削除する手順を次に示します。
1. 「検索パターン名」で，削除したい検索パターンを選択する。
2. ［削除］ボタンをクリックする。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
設定した検索パターンが削除されます。

6.6.4

操作ログの追跡調査

ユーザがファイルをどのように操作したかを，一連の操作の流れとして確認できます。
また，ネットワーク上の別の機器から，ファイルをコピーしたり，削除したりした場合
も，操作を追跡できます。
ユーザの操作は，［操作ログ一覧］ウィンドウでの検索結果，
［操作ログ集計 ログ一覧］
ウィンドウの「ファイル名」のアンカーをクリックすると表示される［ファイル操作ト
レース］ウィンドウから追跡します。
［ファイル操作トレース］ウィンドウを次の図に示します。
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図 6-30 ［ファイル操作トレース］ウィンドウ

一つの操作ログは，一つのノード（

）として表示されます。

選択した操作ログのノード（起点ノード）は，太い枠線で表示されます。そのほかの
ノードは，起点ノードと連続している操作のノードです。
ファイルの印刷や媒体へコピーするなど，不正操作のおそれがあるノードは色が付いて
表示されます。また，日時が同一の操作およびコピーの操作は，分岐して表示されます。
なお，日時が同一の操作のノードには，ほかのログが含まれている場合もあります。
ノードのアイコンおよび表示項目について次に示します。
：バックトレースアイコン
該当するノードより過去の操作が表示されます。表示されたノードから，ファイル
がどのように操作されてきたかを確認できます。バックトレースアイコンをクリッ
クしたときに，一度に表示される階層の数は，「Asset Information Manager
Limited」の［サーバセットアップ］ダイアログの「トレース時の表示階層」で設定
します。
：フォワードトレースアイコン

363

6. ソフトウェアの稼働状況を監視する

該当するノードよりあとの操作が表示されます。表示されたノードから，ファイル
がどのように操作されてきたかを確認できます。フォワードトレースアイコンをク
リックしたときに，一度に表示される階層の数は，
「Asset Information Manager
Limited」の［サーバセットアップ］ダイアログの「トレース時の表示階層」で設定
します。
：詳細アイコン
該当するノードの［操作ログ詳細］ダイアログボックスが表示されます。
［操作ログ
詳細］ダイアログボックスには，前後 5 分間の操作ログが表示されます。表示され
ている操作ログの「ファイル名」のアンカーから，新たに操作を追跡できます。
：再追跡アイコン
該当するノードを起点ノードとした［ファイル操作トレース］ウィンドウが表示さ
れて，新たに操作を追跡できます。
：ネットワークアイコン
該当するノードのファイルを操作した可能性のある，ネットワーク上の機器の一覧
が表示されます。機器の一覧からは，別の機器の［ファイル操作トレース］ウィン
ドウを表示して，さらに操作を追跡できます。別の機器の操作を追跡する手順につ
いては，
「(2) 別の機器の操作を追跡する」を参照してください。
：クローズアイコン
該当するノードが閉じます。一度閉じたノードを再度表示させる場合は，分岐直前
のノードのバックトレースアイコンまたはフォワードトレースアイコンをクリック
します。
日時
該当するノードの操作が実行された日時が表示されます。
種別
該当するノードの種別が表示されます。ノードに表示される種別は，各連携製品で
取得している操作ログの種別と対応しています。ただし，起点ノード以外では，
ノードの種別に表示される名称が異なります。それぞれの対応については，
「(3)
ノードの種別と操作ログの種別との対応」を参照してください。
「コピー」，
「移動」および「名称変更」のノードは，操作前および操作後のノードが
表示されます。過去の操作を追跡する場合は，操作前のファイル名のノードが表示
されます。また，あとの操作を追跡する場合は，操作後のファイル名のノードが表
示されます。
製品種別
該当するノードの操作ログを取得した製品です。JP1/NETM/DM で取得した場合
は，
「［DM］
」と表示されます。JP1/ 秘文から取得した場合は，「
［秘文］」と表示さ
れます。この項目は，ファイル名をクリックして詳細表示したときだけ表示されま
す。
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ドライブ種別
「ネットワーク」
，「リムーバブル」および「CDROM」に対する操作の場合に表示さ
れます。ファイル名をクリックすると，「ローカル」
，「RAMDISK」および「その
他」に対する操作の場合も，ドライブ種別が表示されます。
ユーザ名
Windows にログオンしたときのユーザ名です。この項目は，ファイル名をクリック
して詳細表示したときだけ表示されます。
ホスト名
該当するノードのホスト名です。この項目は，ファイル名をクリックして詳細表示
したときだけ表示されます。
ファイル名
該当するノードの種別，Windows にログオンしたときのユーザ名，ファイル名のフ
ルパスなどの詳細が表示されます。
ノードにマウスカーソルを重ねると表示されるポップアップで，日時およびファイル名
のフルパスを参照できます。
次のノードは，色が付いて表示されます。
（）内には，ノードの種別を示します。
• 起点ノード以外の「ファイルを印刷する」，
「透かし印刷」，
「ライティングソフト起
動」
，「メディアに書き込み」，
「秘文持ち出し（組織外）」
，「秘文持ち出し（平文）
」お
よび「JP1/ 秘文 AE CopyGuard Professional への持ち出し」に当たる操作のノード
（CFL(PRT)，CFL(PRT/WATER MARK ADDED)，MED，VFO，VFP および EXP）
• 起点ノードより過去に，ファイル削除をした操作のノード（削除）
• 起点ノードより過去に，ファイルコピー，ファイル移動およびファイルリネームをし
た操作のノード（コピー，移動および名称変更）
一つあとのノードで，「ネットワーク」
，「リムーバブル」または「CDROM」に対する
操作をした場合に，色が付いて表示されます。
• 起点ノードよりあとに，ファイル作成をした操作のノード（作成）
• 起点ノードよりあとに，「ネットワーク」
，「リムーバブル」および「CDROM」に対し
て操作したノード
［ファイル操作トレース］ウィンドウに表示されている追跡のイメージを印刷する場合
は，メニューバーの［ファイル］−［印刷］メニューから印刷してください。印刷する
際は，画面のサイズを設定してください。
注意事項
• 同じ操作のノードでも，ホスト名にドメイン名が含まれているかどうかは，操作
ログを収集した製品によって異なることがあります。
•「コピー」，
「移動」および「名称変更」のノードでは，変更後のファイル名が表示
されないことがあります。その際は，分岐している，変更後のファイル名が表示
されているノードから追跡してください。
• ファイル名の大文字小文字だけを変更した場合の「移動」および「名称変更」の
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ノードは表示されません。
• 「開く」，
「作成」または「削除」の操作ログと同じ日時の「コピー」の操作ログが
ある場合，
「開く」，
「作成」または「削除」を起点に過去の操作を追跡すると，
「コピー」のノードは表示されません。この場合，「コピー」を起点として追跡す
ると，ほかの操作のノードが表示され追跡できます。
• 「通常印刷」および「透かし印刷」の操作ログからは，操作を追跡できません。
• OS が Windows Server 2008 または Windows Vista のクライアントで，フォルダ
の名前変更によってフォルダが上書きされた場合，この操作によって出力された
ファイルの移動の操作ログは追跡できません。
• OS が Windows Server 2008 または Windows Vista のクライアントから取得した
操作ログで，
「コピー」，
「移動」の操作ログのファイル名またはフォルダ名に
（n は任意の数字）が含まれる場合，追跡できないことがあります。
「(n)」
なお，［ファイル操作トレース］ウィンドウに表示されるノードは，JP1/NETM/DM お
よび JP1/ 秘文のデータベースに格納されている操作ログが基になっています。そのた
め，バックアップファイルに格納されている操作ログに対応するノードは表示されませ
ん。

（1） 機器ごとの操作を追跡する
［ファイル操作トレース］ウィンドウから，機器ごとの操作の流れが表示されます。
機密情報が含まれたファイル「社員名簿 .xls」の名称を，機密情報であることがわからな
いように「説明書 .xls」と変更して持ち出したという不正操作を例に説明します。この場
合の［ファイル操作トレース］ウィンドウを次の図に示します。
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図 6-31 ［ファイル操作トレース］ウィンドウ（機密情報ファイルの持ち出しを追跡する
例）

各ノードで確認できる操作について説明します。図内の 1. 〜 5. は，次の説明の番号に対
応しています。
1. ファイルサーバから「社員名簿 .xls」をデスクトップにコピーした。
このノードが起点ノードです。コピーする前後のファイル名を確認できます。
2. 「社員名簿 .xls」のファイル名を「説明書 .xls」に変更した。
名称変更後のファイル名を確認できます。
「社員名簿 .xls」から「説明書 .xls」にファ
イル名を変更したことが確認できます。
3. USB メモリに「説明書 .xls」をコピーした。
デスクトップのファイルを USB メモリにコピーしたことを確認できます。
4. デスクトップの「説明書 .xls」を開いた。
コピー元のファイルに対する操作を追跡できます。このノードでは，デスクトップの
ファイルを開いたことを確認できます。
5. デスクトップの「説明書 .xls」ファイルを削除した。
コピー元のデスクトップのファイルを削除したことを確認できます。
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該当するファイルを別の機器から操作した可能性がある場合は，ネットワークアイコン
から操作を追跡できます。別の機器の操作を追跡する方法については，「(2)

別の機器の

操作を追跡する」を参照してください。

（2） 別の機器の操作を追跡する
［ファイル操作トレース］ウィンドウのネットワークアイコンをクリックすると，該当す
るファイルを操作した可能性のある機器が一覧で表示されます。
機器の一覧で，操作を追跡したい機器のファイル名のアンカーをクリックすると，その
機器の［ファイル操作トレース］ウィンドウが表示されて，操作を追跡できます。
別の機器のネットワーク上での操作を追跡する場合，同時刻と見なす時間の範囲を
［サーバセットアップ］ウィンドウの「トレース時間範囲の設定」で設定します。
ネットワーク上の別の機器からの操作を追跡するために，［ファイル操作トレース］ウィ
ンドウを表示する流れを次の図に示します。
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図 6-32 ［ファイル操作トレース］ウィンドウを表示する流れ

起点ノードの左に表示されているノードは，基になっているノードです。

（3） ノードの種別と操作ログの種別との対応
各ノードに表示される種別と，各連携製品で出力している操作ログの種別との対応を，
次の表に示します。ノードの種別には，
［ファイル操作トレース］ダイアログの起点ノー
ド以外に表示される種別を（）で示します。各製品の操作ログの種別は，各ノードの詳
細情報から参照できます。
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表 6-8 ノードの種別と操作ログの種別との対応
ノードの種別

各製品の操作ログの種別

出力元製品

コピー（コピー）

ファイルコピー

JP1/NETM/DM

コピー（CPY）

複製ファイル取得機能のコピー操作

JP1/ 秘文

名称変更・移動（移動）

ファイル移動

JP1/NETM/DM

名称変更・移動（名称変更）

ファイルリネーム

名称変更・移動（REN）

• フォルダ・ファイルの名称を変更する
• 同一ドライブ内で移動する
• 共有機密フォルダを移動する

JP1/ 秘文

ファイルの別名保存

JP1/ 秘文 CG Pro

削除（削除）

ファイル削除

JP1/NETM/DM

削除（DEL）

ファイルを削除する

JP1/ 秘文

ファイルの削除

JP1/ 秘文 CG Pro

作成（作成）

ファイル作成

JP1/NETM/DM

作成（CFL）

ファイルを開く・作成する

JP1/ 秘文

ファイルの新規作成

JP1/ 秘文 CG Pro

開く（開く）

ファイルオープン

JP1/NETM/DM

開く（OPN）

ファイルを開く

JP1/ 秘文
JP1/ 秘文 CG Pro

ファイルを開く・書き込みモードで開く

JP1/ 秘文

ファイルに書き込み

JP1/ 秘文 CG Pro

CD ライティング（MED）

ライティングソフト起動

JP1/ 秘文

メディアに書き込み（MED）

メディアに書き込み

JP1/ 秘文 CG Pro

組織外持ち出し（VFO）

秘文持ち出し（組織外）

JP1/ 秘文

平文持ち出し（VFP）

秘文持ち出し（平文）

機密ファイル作成（ARC）

秘文機密ファイル作成

復号（DEC）

復号

暗号化（ENC）

暗号化

JP1/ 秘文 CG Pro への持ち
出し（EXP）

JP1/ 秘文 AE CopyGuard Professional への
持ち出し

JP1/ 秘文 CG Pro からの持
ち込み（IMP）

JP1/ 秘文 AE CopyGuard Professional から
の持ち込み

開く（WRI）
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6.7 ［操作ログ集計］ウィンドウを操作する
操作ログの集計結果から，部署ごとの状況を確認します。ファイル持ち出しなどの操作
がどのくらい実行されたか，検出された操作ログの割合がどのように日々変化している
かなどを確認できます。
なお，JP1/ 秘文と連携しない場合は，「Asset Information Manager Limited」のセット
アップで，「JP1/ 秘文との連携設定」を「連携しない」に設定してください。
操作ログの集計結果は，
［オプション］メニューの［AIM Limited の起動］−［操作履歴
集計の参照］をクリックすると表示される［操作ログ集計］ウィンドウから確認します。
［操作ログ集計］ウィンドウを次の図に示します。
図 6-33 ［操作ログ集計］ウィンドウ

正しい集計結果を取得するために，管理対象のクライアントから正確に操作ログを収集
してください。
操作ログ集計画面から集計結果を確認するには，jamOperationLogAddUp コマンドを実
行して操作ログを集計しておく必要があります。jamOperationLogAddUp コマンドを実
行する方法については，
「6.7.5 jamOperationLogAddUp（操作ログの集計）コマンド
の実行」を参照してください。

6.7.1 条件を指定して集計結果を表示する
必要に応じて検索条件を指定して［検索］ボタンをクリックすると，操作ログの集計結
果を確認できます。
「検索期間」には，1 年以内の期間を指定してください。
検索期間の開始日は必ず指定してください。検索期間の終了日を指定しなかった場合，
検索を実行した日が検索期間の終了日に設定されます。
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検索結果の見方
•「検索パターン名」には，［操作ログ一覧］ウィンドウに登録されている検索パターン
が表示されます。
「検索パターン名」のアンカーをクリックすると，該当する検索パ
ターンの検索条件を参照できます。
•「有効期間」には，検索パターンが保存されていた期間が表示されます。
•「検出ログ数」には，集計結果として検出された操作ログの数が表示されます。ただ
し，次の場合は操作ログに引き当たる機器を特定できないので，集計結果が実際と異
なる場合があります。
• JP1/NETM/DM で操作ログを収集した機器のうち，運用キーとなる値と一致する機
器がデータベースに無く，ホスト名が一致する機器が複数登録されている場合
• JP1/ 秘文で操作ログを収集した機器のうち，コンピュータ名が一致する機器がデー
タベースに複数登録されている場合
•「検出機器延べ台数」には，検索期間に指定した検索期間内に操作ログが検出された機
器の延べ台数が表示されます。
なお，部署ごとの内訳が表示される画面では，jamOperationLogAddUp コマンドを
実行したときの情報がそのまま表示されます。
操作ログの集計後に，部署情報または IP グループ情報を変更した場合は，変更した内容
は集計結果に反映されません。

6.7.2

部署ごとの内訳を表示する

［操作ログ集計］ウィンドウで，検索結果の「検索パターン名」のラジオボタンを選択し
て，［表示］または［累計表示］ボタンをクリックすると，検索条件に指定した部署内の
集計結果が表示されます。［表示］ボタンをクリックすると，該当する部署の集計結果が
表示されます。［累計表示］ボタンをクリックすると，下位の部署を含んだ集計結果が表
示されます。
部署ごとの内訳が表示された画面を次の図に示します。
図 6-34
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管理対象の機器の資産情報が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに
ない場合，「未登録機器」として集計結果が表示されます。

6.7.3 操作ログを表示する
部署ごとの内訳が表示された画面で，
「日付」のアンカーをクリックすると，［操作ログ
集計 ログ一覧］ウィンドウが表示されて，クリックした日付の操作ログを確認できます。
［操作ログ集計 ログ一覧］ウィンドウを次の図に示します。
図 6-35 ［操作ログ集計 ログ一覧］ウィンドウ

クライアントごとの操作ログの詳細は，
「日時」のアンカーをクリックすると表示される
［操作ログ詳細］ウィンドウから確認できます。操作ログの詳細を確認する手順について
は，「6.6.2(4) ホストごとの操作ログの詳細を確認する」を参照してください。
ユーザの操作は，
「ファイル名」のアンカーをクリックすると表示される［ファイル操作
トレース］ウィンドウから追跡できます。ユーザの操作を追跡する手順については，
「6.6.4 操作ログの追跡調査」を参照してください。
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6.7.4

操作ログの集計結果をグラフで表示する

部署ごとの内訳が表示された画面で，集計結果を表示したい部署のチェックボックスを
オンにして［グラフ］ボタンをクリックすると，［操作ログ集計 推移画面］ウィンドウが
表示されます。［操作ログ集計 推移画面］ウィンドウでは，該当する操作ログの数の推移
をグラフで確認できます。部署は，255 個まで選択できます。
なお，操作ログの集計結果をグラフで表示するには，集計結果を表示する PC に
Microsoft Office がインストールされている必要があります。
［操作ログ集計 推移画面］ウィンドウを次の図に示します。
図 6-36 ［操作ログ集計 推移画面］ウィンドウ

6.7.5

jamOperationLogAddUp（操作ログの集計）コマンド
の実行

操作ログの集計を実行する jamOperationLogAddUp コマンドの機能，形式，オプショ
ン，戻り値，コマンド実行時の注意事項および実行例について説明します。
コマンドの実行ファイルは次のフォルダに格納されています。
JP1/NETM/DM のインストールフォルダ ¥jp1asset¥exe
jamOperationLogAddUp コマンドは，Windows のタスクスケジューラにタスクとして
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登録することで，定期的に実行することもできます。タスクを登録するには，タスクの
プロパティダイアログで，
「タスク」タブの「実行するファイル名」に，次の内容を追加
してください。
-f JP1/NETM/DM のインストールフォルダ
¥jp1asset¥exe¥jamOperationLogAddUp.exe -p " 検索パターン名 " [-s 集計基点日 ] [-d
集計日数 ] [-k 集計結果保持日数 ]

（1） 機能
操作ログを集計します。

（2） 形式
jamOperationLogAddUp -p " 検索パターン名 " [-s 集計基点日 ] [-d 集計日数 ]
[-k 集計結果保持日数 ]

（3） オプション
-p " 検索パターン名 "
検索条件となる検索パターン名を指定します。登録されている検索パターンの名称
を指定してください。このオプションは，必ず指定してください。検索パターンは，
複数指定できます。複数指定する場合は，「-p " コピー検出 " " ファイル持ち出し " "
ファイル持ち出し抑止 "」のように，検索パターン名の間に半角スペースを入れて指
定してください。
検索パターン名に「"」が含まれている場合は，二つ続けて「"」を指定してくださ
い。例えば，「" 平文持ち出し "」という検索パターン名の場合は，「-p """ 平文持ち
出し """」のように指定します。
-s 集計基点日
操作ログを集計する基準の日（集計基点日）を「-s yyyymmdd」
（yyyy は 2000 〜
9999 の整数）の形式で指定します。このオプションは省略できます。省略すると，
コマンドの実行日の前日が集計基点日となります。
-d 集計日数
集計基点日から x 日前までを，集計期間として「-d Dx」（x は 0 〜 2,192 の整数）
の形式で指定します。集計基点日の操作ログも含めて x+1 日分集計されます。この
オプションは省略できます。省略すると，集計基点日から 6 日前までの期間で集計
します。例えば，5 月 4 日が集計基点日の場合，3 日前の 5 月 1 日から集計したいと
きは，「-d D3」と指定します。
-k 集計結果保持日数
集計基点日から y 日前を，集計結果を保持しておく期限として「-k Dy」
（y は 0 〜
2,192 の整数）の形式で指定します。なお，指定した日より過去の集計結果は削除さ
れます。集計結果保持日数には，集計日数より大きい値を指定してください。この

375

6. ソフトウェアの稼働状況を監視する

オプションは省略できます。省略すると，集計基点日から 6 日前までの集計結果は
保持され，それより過去の集計結果が削除されます。
なお，集計結果保持日数に大きな値を指定すると，
「Asset Information Manager
Limited」のデータベースの容量が大きくなります。集計結果を保持する期限を検討
して，指定してください。

（4） 戻り値
次の戻り値を返します。
戻り値

内容

0

正常終了。

1

正常終了（集計結果なし）
。

2

パラメタが不正です。

3

該当する検索パターンが存在しません。

4

JP1/NETM/DM との接続でエラーが発生しました。

5

JP1/ 秘文との接続でエラーが発生しました。

6

環境不正です。

7

DLL ロードエラーが発生しました。

8

操作ログ集計関数でエラーが発生しました。

9

レジストリ情報取得時にエラーが発生しました。

10

jamscript.exe 実行時にエラーが発生しました。

（5） コマンド実行時の注意事項
● Administrators 権限を持つユーザで jamOperationLogAddUp コマンドを実行してく
ださい。
● 検索パターンを更新している場合，前回の集計と重複した期間で操作ログを集計した
ときは，前回の集計結果が削除されます。比較するために過去の結果を残したい場合
など，集計結果が削除されないようにするには，異なる検索パターン名で保存し，変
更前および変更後の検索パターンで集計してください。
● 集計する検索パターン数，クライアント数，部署数，および集計結果の保持日数が増
えると，
「Asset Information Manager Limited」のデータベースの容量が増えて，集
計に時間が掛かります。
● ユーザ組織管理画面で部署を移動した場合は，jamOperationLogAddUp コマンドを
実行する前に，必ずタスク「データメンテナンス」を実行してください。タスク
「データメンテナンス」を実行しないで jamOperationLogAddUp コマンドを実行する
と，
「検出ログ数」および「検出機器延べ台数」が正しい値で表示されません。
● コマンドの実行中に日付が変わると，正しく集計されません。そのため，夜間に実行
する場合は，日付の変更後すぐに実行するなど，コマンドの実行中に日付が変わらな
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いようにしてください。

（6） 実行例
実行例 1
jamOperationLogAddUp - p " ファイル持ち出し " -d D2 -k D6
この例では，コマンドの実行日の前日を集計基点日として，集計基点日から 2 日前
までの操作ログが集計されます。また，集計基点日の 6 日前より過去の集計結果が
削除されます。
例えば，5 月 10 日にコマンドを実行した場合，5 月 7 日〜 5 月 9 日の期間で 3 日分
の操作ログが集計され，5 月 3 日より過去の集計結果が削除されます。
図 6-37

実行例 1 での集計日数と削除期間

実行例 2
jamOperationLogAddUp - p " ファイル持ち出し " -d D2 -k D3
この例では，集計期間が，過去の集計期間と重複する場合について説明します。
例えば，1 回目の集計として 5 月 10 日にコマンドを実行した場合，5 月 7 日〜 5 月
9 日の期間で 3 日間分の操作ログが集計されます。次に，2 回目の集計として 5 月
12 日にコマンドを実行した場合，5 月 9 日〜 5 月 11 日の期間で 3 日分の操作ログ
が集計されます。このとき，5 月 9 日の集計結果は上書きされます。2 回目にコマン
ドを実行することで，5 月 8 日より過去の集計結果が削除されるため，1 回目に集計
した 5 月 7 日の集計結果は削除されます。
集計結果としては，1 回目に集計した 5 月 8 日の集計結果と 2 回目に集計した 5 月
9 日〜 5 月 11 日の集計結果が保存されています。
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図 6-38
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実行例 2 での集計日数と削除期間
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6.8 ［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを操
作する
［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウでは，クライアントから取得した稼働時間を基に，
ソフトウェアの稼働時間および稼働率を月ごとに集計できます。ソフトウェアをどのく
らいの時間利用しているか，稼働率は毎月どのくらい変化しているか，などの状況を把
握できます。
［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウは，［オプション］メニューの［AIM Limited の起
動］−［ソフトウェア稼働状況の参照］から表示できます。
［ソフトウェア稼働状況］
ウィンドウを次の図に示します。
図 6-39 ［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウ

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウの操作方法は，「Asset Information Manager
Limited」から表示するソフトウェア稼働状況画面と同様です。ソフトウェア稼働状況画
面の操作方法については，
「10.5.1 ソフトウェアの稼働状況を調査する（ソフトウェア
稼働状況）」を参照してください。
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6.9 稼働監視ポリシーを共有する
作成した稼働監視ポリシーをファイルに出力できます。出力したファイルを読み込むこ
とで，ファイルから稼働監視ポリシーを作成できます。複数の中継マネージャで稼働監
視ポリシーを共有したい場合や，作成済みの稼働監視ポリシーを別のコンピュータでカ
スタマイズして利用したい場合に便利です。
稼働監視ポリシーをファイルに出力する方法と，ファイルから稼働監視ポリシーを追加
する方法を説明します。

6.9.1

稼働監視ポリシーをファイルに出力する

［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスで，出力したい稼働監視ポ
リシーを一つ選択して［ファイル出力］ボタンをクリックしてください。選択した稼働
監視ポリシーが CSV 形式ファイルに出力されます。

6.9.2

稼働監視ポリシーをファイルから追加する

［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］ダイアログボックスの［ファイルから追加］ボ
タンをクリックして，出力したファイルを読み込みます。
ファイルを読み込むと，稼働監視ポリシーの作成を確認するダイアログボックスが表示
されます。［OK］ボタンをクリックすると，稼働監視ポリシーが追加されます。同名の
稼働監視ポリシーがある場合は，上書きを確認するダイアログボックスが表示されます。
稼働監視ポリシーを上書きしないときは，ポリシー名を変更して追加してください。
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6.10 ソフトウェアの稼働監視時の注意事項
●「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブを実行して稼働監視ポリシーをクライアントに
適用させる作業は，必ず 1 台の配布管理システムから実施してください。稼働監視ポ
リシーはクライアントごとに一つしか適用できません。そのため，別の配布管理シス
テムから異なる稼働監視ポリシーが適用されると，取得を設定していない稼働情報が
通知されることになり，ネットワークに負荷が掛かるおそれがあります。
● クライアントから配布管理システムへ監視結果を通知するよう設定した場合で，その
後クライアントの経路が変更されたときは，「ソフトウェア稼働監視の制御」ジョブを
実行して，稼働監視ポリシーを適用し直してください。
● 一度オンラインで稼働監視ポリシーを適用してから，クライアントセットアップの
［接続先］パネルで接続先に「?」を指定した場合（オフラインマシンにした場合）
，稼
働情報が上位システムに通知されないでクライアントに蓄積されてしまいます。この
場合，オフラインマシン情報取得媒体を利用して，クライアントから定期的に稼働情
報を取得してください。
● 操作履歴格納ディレクトリまたは操作履歴退避ディレクトリのバックアップを取得す
る場合，ディレクトリ構成やファイル名を変更しないでください。
● システム構成から削除したクライアントの操作履歴を参照したい場合は，［ソフトウェ
ア稼働情報］ウィンドウの［開く］メニューを選択し，参照したいクライアントの操
作履歴を保存しているディレクトリを指定してください。
なお，ホスト識別子を使用しているシステムでは，操作履歴の保存先ディレクトリの
名称にクライアントのホスト識別子が付与されています。したがって，システム構成
から削除したクライアントのホスト識別子を確認できるよう，次の運用をしておくこ
とをお勧めします。
• サーバセットアップの［システム構成関連］パネルの「削除履歴を保管する」
チェックボックスをオンにして，システム構成情報の削除履歴を保管しておく。
• CSV 出力ユティリティまたは dcmcsvu コマンドを使用して，クライアントのホス
ト識別子を含んだ CSV 形式ファイルを定期的に出力し保管しておく。
● システム構成から削除したクライアントの抑止履歴を参照したい場合は，サーバセッ
トアップの［システム構成関連］パネルの「削除履歴を保管する」チェックボックス
をオンにして，システム構成情報の削除履歴を保管しておいてください。この状態で
CSV 出力ユティリティまたは dcmcsvu コマンドを使用すると，削除したクライアン
トの抑止履歴を CSV 形式ファイルに出力できます。
「削除履歴を保管する」チェック
ボックスがオフの状態でも抑止履歴を出力できますが，削除したクライアントのホス
ト名および IP アドレスが出力されません。
● バージョンアップやメンテナンスウィザードの「変更」の選択に伴い，ソフトウェア
操作履歴格納ディレクトリを変更する場合，すでに保存されている操作履歴を移行し
ておく必要があります。
操作履歴を移行する手順を次に示します。
1. Remote Install Server サービスを停止する。
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2. 変更前のディレクトリに格納されている操作履歴を，変更後のディレクトリにコ
ピーまたは移動する。
操作履歴を移行しなかった場合，変更前のディレクトリに格納されている操作ログは
退避されません。そのため，変更後の操作履歴退避ディレクトリの情報が，一部欠如
するおそれがあります。
● イベント ID が 16030 のイベントログが出力されている場合，ネットワークドライブ
への接続にエラーが生じているおそれがあります。イベントログに従ってネットワー
クの接続情報を見直してください。ネットワークの接続にエラーが出力される状況で
は，下位システムの操作履歴が上位システムに通知されないため，操作履歴が下位シ
ステムに蓄積されてしまいます。
● バージョンが 08-10 以前の，OS が Windows Vista のクライアントに対して「ソフト
ウェアの稼働監視の制御」ジョブを実行した場合，ファイル操作の履歴を指定してい
ると，実行状態は正常終了となりますが，ファイル操作の履歴だけは取得処理が実行
されません。また，ファイル操作の履歴だけをポリシーとして適用した場合，ファイ
ル操作の履歴は取得できません。
● 同時刻に発生した同じ内容の抑止履歴は，そのうちの一つだけが保存されます。
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クライアントを管理する
配布管理システムから，クライアントにパッチを適用したり，
クライアントに適用済みのパッチや未適用のパッチを検出した
りできます。
また，WSUS と連携してクライアントに適用する更新プログ
ラムを管理したり，ソフトウェアの稼働状況やシステム状態の
異常の有無を監視し，クライアントへメッセージを通知したり
することもできます。
クライアントが AMT に対応したコンピュータを使用している
場合，クライアントの BIOS をリモートコントロールできま
す。
スタンドアロンの PC に対しても，リモートインストールを実
行したり，インベントリ情報や稼働情報を取得したりできま
す。
この章では，クライアントを管理する各機能の操作方法につい
て説明します。

7.1 クライアントに適用するパッチを取得する
7.2 クライアントのパッチ情報を検出する
7.3 WSUS と連携して更新プログラムを管理する
7.4 クライアントから通知されたアラートを確認する
7.5 クライアントへメッセージを通知する
7.6 AMT のリモートコントロール機能を利用する
7.7 オフラインマシンを管理する
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7.1 クライアントに適用するパッチを取得する
ここでは，JP1/NETM/DM でパッチを取得する方法について説明します。
また，取得したパッチを自動的にパッケージングする方法と，タスクスケジューラを使
用して自動的にパッチを取得する方法についても説明します。

7.1.1

パッチを取得する

パッチは，［更新プログラムの管理］ダイアログボックスから取得します。
［更新プログ
ラムの管理］ダイアログボックスでは，Microsoft 社から提供されているパッチを一覧表
示し，任意のパッチを取得できます。
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスの表示方法を次に示します。
1. リモートインストールマネージャを起動する。
2. ［オプション］−［更新プログラムの管理］を選択する。
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスが表示されます。
図 7-1 ［更新プログラムの管理］ダイアログボックス

更新プログラム一覧
取得できるパッチおよび取得済みのパッチが一覧で表示されます。デフォルトはリ
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リース日順に表示されます。ラベルをクリックすることで，項目の並びを昇順また
は降順にソートできます。「リリース日」を非表示にしている場合は，
「選択状態」
の隣のラベルの値でソートされます。
［表示設定］ボタン
［表示設定］ダイアログボックスが表示され，「更新プログラム一覧」で表示す
る項目を設定できます。
［更新］ボタン
日立 Web サーバからパッチ情報ファイルを取得します。
［ダウンロード］ボタン
「更新プログラム一覧」で選択したパッチを取得します。
［パッケージ］ボタン
「更新プログラム一覧」で選択したパッチをパッケージングします。
［削除］ボタン
「更新プログラム一覧」で選択した取得済みのパッチを削除します。
［説明］タブ
「更新プログラム一覧」で選択したパッチの説明を表示します。
［詳細］タブ
「更新プログラム一覧」で選択したパッチの詳細情報を表示します。
［セットアップ］ボタン
パッチを取得する接続先，パッチの自動取得およびパッケージングの設定をします。
［閉じる］ボタン
ダイアログボックスを閉じます。
ここでは，パッチを取得するための設定，パッチの取得方法および削除方法について説
明します。

（1） パッチ取得時のネットワークの設定
パッチを取得するために，インターネットへの接続方法や日立 Web サーバの接続先な
ど，ネットワークの情報を設定しておく必要があります。
パッチ取得時のネットワークの情報は，
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスか
ら表示する，［ネットワーク設定］パネルで設定します。［ネットワーク設定］パネルの
表示方法を次に示します。
1. ［セットアップ］ボタンをクリックする。
［セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ネットワーク設定］タブを選択する。
［ネットワーク設定］パネルが表示されます。
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図 7-2 ［ネットワーク設定］パネル

［ネットワーク設定］パネルでの設定内容について説明します。
（a） 接続設定
インターネットへの接続およびパッチ取得時の接続を設定します。
プロキシサーバ経由でインターネットに接続する
プロキシサーバを利用してインターネットに接続する場合，チェックボックスをオ
ンにしてください。デフォルトはチェックボックスがオフです。
インターネットオプションの接続設定を利用する
Microsoft Internet Explorer のインターネットオプションの設定でパッチを取得す
る場合に選択します。デフォルトで選択されています。
プロキシサーバを指定する
プロキシサーバを指定してパッチを取得する場合に選択します。この項目を選択し
た場合は，プロキシサーバの IP アドレスとポート番号を指定してください。
認証情報
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「アドレス」に指定したプロキシサーバの認証に使用するユーザ名とパスワード
を指定します。ユーザ名は 260 バイト以内，パスワードは 30 バイト以内で指
定してください。プロキシサーバの認証設定がない場合，指定する必要はあり
ません。
（b） パッチ情報ファイルダウンロード接続設定
パッチ情報ファイルを取得する日立 Web サーバへの接続情報を設定します。
URL
日立 Web サーバの URL を指定します。日立 Web サーバの URL については，リ
リースノートを参照してください。
認証情報
日立 Web サーバへの接続時の認証に使用するユーザ名とパスワードを指定します。

！

注意事項
日立 Web サーバからパッチ情報ファイルを取得するには，弊社サポートサービスの契約が
必要です。弊社サポートサービスの契約については，弊社担当営業にお問い合わせくださ
い。

（c） 通信設定
通信エラーが発生した場合の対処について設定します。
通信エラー発生時のリトライ間隔
データの転送中にエラーが発生した場合のリトライ間隔を 1 〜 7,200 秒で指定しま
す。デフォルトは 5 秒です。
通信エラー発生時のリトライ回数
データの転送中にエラーが発生した場合のリトライ回数を 0 〜 999 回で指定します。
デフォルトは 5 回です。0 回を指定した場合，リトライは実行されません。
「通信エラー発生時のリトライ間隔」ごとに，ここで指定した回数分リトライしま
す。
通信エラーのタイムアウト時間
データの転送中にエラーが発生した場合のタイムアウト時間を 0 〜 60 秒で指定しま
す。デフォルトは 20 秒です。0 秒を指定した場合は，OS でのタイムアウト時間が
適用されます。

（2） パッチの一覧を更新する
「更新プログラム一覧」に表示されているパッチの情報を更新するには，［更新］ボタン
をクリックします。
［更新］ボタンをクリックすると，日立 Web サーバからパッチ情報
ファイルを取得できます。
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パッチ情報ファイルの取得に成功すると，「更新プログラム一覧」に表示されているパッ
チの情報が更新されます。このとき，「更新プログラム一覧」に新規に追加された項目，
およびパッチの情報が更新された項目は太字で表示されます。
なお，取得したパッチ情報ファイルのバージョンは，「パッチ情報のバージョン」に表示
されます。

（3） パッチを取得する
「更新プログラム一覧」に表示されているパッチを取得するには，取得したいパッチの
チェックボックスをオンにして，［ダウンロード］ボタンをクリックします。複数のパッ
チを選択して取得することもできます。
表示されているパッチは，次の表に示すステータスアイコンで取得済みかどうか，過去
にパッケージングしたことがあるかどうかを確認できます。
表 7-1 各ステータスアイコンの取得状況およびパッケージング状況
項番

ステータスアイコン

取得状況

パッケージング状況

1

未取得

過去にパッケージングしたことがない

2

未取得

過去にパッケージングしたことがある

3

取得済み

過去にパッケージングしたことがない

4

取得済み

過去にパッケージングしたことがある

なお，取得済みのパッチを選択してパッチの取得を実行しても，パッチは再取得されま
せん。パッチを再取得する場合は，いったんパッチを削除してから再度取得してくださ
い。
パッチの取得が開始されると，取得状況を示すダイアログボックスが表示されます。取
得が完了した項目から，パッチのデータがデータベースに格納されます。パッチの取得
を中止する場合は，ここで［キャンセル］ボタンをクリックしてください。中止以降の
パッチは取得されないまま，取得が完了します。また，複数のパッチを取得する場合に
次のエラーが発生したときは，エラーとなったパッチは取得されませんが，パッチの取
得は継続されます。
• パッチ情報ファイルの内容が不正である。
• パッチまたはスクリプトファイルの取得先の URL が存在しない。
パッチの取得が完了すると，取得結果を示すダイアログボックスが表示されます。また，
取得が完了したパッチは，「更新プログラム一覧」に表示されているステータスアイコン
が取得済みの状態に更新されます。
パッチの取得時には，パッチをパッケージングするときに設定されるスクリプトファイ
ルもあわせて取得されます。スクリプトファイルは，日立 Web サーバから取得されま
す。
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なお，Embedded RDB を使用している場合にパッチ取得用のデータベース領域が不足し
たときは，DPT.LOG に次のメッセージが出力されます。このとき，パッチは取得できま
せん。不要なパッチを削除してから再度パッチを取得してください。
DPT102-E Error occurred while accessing database. Reason:
KFPA11756-E No available pages in RDAREA

（4） 取得済みのパッチを削除する
取得済みのパッチのデータおよびスクリプトファイルを削除して，未取得の状態に戻せ
ます。
取得済みのパッチを削除するには，
「更新プログラム一覧」で取得済みのパッチのチェッ
クボックスをオンにして，
［削除］ボタンをクリックします。
取得済みのパッチのデータおよびスクリプトファイルが削除され，
「更新プログラム一
覧」での表示が未取得の状態に更新されます。

7.1.2 パッチをパッケージングする
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスで取得したパッチをパッケージングできま
す。パッチをパッケージングするには，あらかじめパッケージング時に設定される情報
を設定しておく必要があります。
ここでは，パッケージングの設定とパッチをパッケージングする方法について説明しま
す。

（1） パッケージングの設定
パッチをパッケージングするときに設定されるパッケージの情報を設定します。
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスでパッチをパッケージングする場合，一つ
のパッチにつき，一つのパッケージが作成されます。
パッチをパッケージングする場合，パッケージ名およびパッケージ識別 ID は自動で設定
されます。パッケージ名は，
「DPT-「.exe」を除いたファイル名」が設定されます。
「.exe」を除いたファイル名が 47 文字以上の場合，47 文字目以降は削除されます。パッ
ケージ識別 ID には，パッケージ名が指定されます。ただし，パッケージ名が 45 文字以
上の場合，45 文字目以降は削除されます。
パッケージの情報は，
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスから表示する，
［パッケージング設定］パネルで設定します。［パッケージング設定］パネルの表示方法
を次に示します。
1. ［セットアップ］ボタンをクリックする。
［セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［パッケージング設定］タブを選択する。
［パッケージング設定］パネルが表示されます。

389

7. クライアントを管理する

図 7-3 ［パッケージング設定］パネル

［パッケージング設定］パネルでの設定内容について説明します。
（a） パッケージャ接続先のパスワード
管理者ユーザのパスワード
パッケージャがサーバに接続するためのパスワードを 30 バイト以内で指定します。
ユーザ管理機能を利用している場合，JP1/NETM/DM Manager のインストール時
に設定した，データベース接続用のパスワードを指定します。
（b） キャビネット名
パッケージが格納されるキャビネット名の設定方法を選択します。
更新プログラムのリリース日から自動で設定する
自動的にキャビネット名を設定したい場合に選択します。
Microsoft 社からパッチが提供された西暦と，月の数字の組み合わせでキャビネット
名が設定されます。例えば，2007 年 3 月の場合は「200703」が設定されます。こ
の項目はデフォルトで選択されています。
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任意の値を設定する
任意のキャビネット名を指定したい場合に選択します。
キャビネット名を 1 〜 32 バイトで指定します。ただし，次の記号およびスペースは
指定できません。
「¥」「/」
「*」
「"」「:」
「;」
（c） キャビネット識別 ID
パッケージが格納されるキャビネットの，キャビネット識別 ID の設定方法を選択しま
す。
更新プログラムのリリース日から自動で設定する
自動的にキャビネット識別 ID を設定したい場合に選択します。
Microsoft 社からパッチが提供された西暦の下一けたと，1 月〜 12 月を A 〜 L で示
した値の組み合わせでキャビネット識別 ID が設定されます。例えば，2007 年 3 月
の場合は「7C」が設定されます。この項目はデフォルトで選択されています。
任意の値を設定する
任意のキャビネット識別 ID を指定したい場合に選択します。
キャビネット識別 ID を 2 バイトの半角英数字で指定します。
なお，設定されたキャビネット識別 ID と同じ ID のキャビネットが存在する場合，生成
されたパッケージは既存のキャビネットに格納されます。
（d） パッケージバージョン / リビジョン
パッケージのバージョン / リビジョンの設定方法を選択します。
更新プログラムのファイルから自動で設定する
自動的にバージョン / リビジョンを設定したい場合に選択します。
取得したパッチの実行ファイルのバージョン / リビジョンが設定されます。この項目
はデフォルトで選択されています。実行ファイルのバージョン / リビジョンの取得に
失敗した場合は，「0000」が設定されます。
任意の値を設定する
任意のバージョン / リビジョンを指定したい場合に選択します。
バージョン / リビジョンを 1 〜 6 バイトの半角英数字および「/」で指定します。デ
フォルトは「0」です。
（e） パッケージ世代番号
パッケージの世代番号を指定します。
世代番号
パッケージの世代番号に 1 〜 4 バイトの半角英数字で指定します。デフォルトは
「0」です。
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（2） パッケージングの実行
取得済みのパッチをパッケージングするには，「更新プログラム一覧」でパッケージング
したいパッチのチェックボックスをオンにして，［パッケージ］ボタンをクリックしま
す。複数のパッチを選択してパッケージングすることもできます。未取得のパッチを選
択して［パッケージ］ボタンをクリックした場合，パッチを取得してからパッケージン
グします。
なお，コンピュータを起動してから，最初に［パッケージ］ボタンでパッケージングす
る場合，事前にパッケージャを起動してログインしておく必要があります。一度ログイ
ンしたあとは，パッケージャは終了してかまいません。
パッチのパッケージングが開始されると，パッケージングの状況を示すダイアログボッ
クスが表示されます。パッケージングが完了した項目から，［パッケージング設定］パネ
ルでの設定に従ってパッケージが作成されます。パッケージングを中止する場合は，こ
こで［キャンセル］ボタンをクリックしてください。実行中のパッケージングが完了し
たら，それ以降はパッケージングされないまま完了します。なお，キャビネットに同名
のパッケージがある場合は，そのパッケージは作成されないままパッケージングが続行
します。
パッケージングが完了すると，結果を示すダイアログボックスが表示されます。

（3） パッケージングしたパッチの配布
パッチのパッケージングが完了すると，指定したキャビネットにパッケージが保管され
ます。パッケージには，パッチをインストールするためのスクリプトファイルが自動的
に設定されます。スクリプトファイルの内容を次に示します。必要に応じて設定を変更
してください。
● サイレントインストール
パッチのインストール中には，インストーラのダイアログボックスは表示されません。
また，リモートインストール中を示すダイアログボックスも表示されません。
● 再起動の抑止
パッケージは，配布完了時にクライアントが再起動されない設定になっています。ク
ライアントでパッチをインストールしたあとに再起動を実行したい場合は，パッケー
ジの設定で，
「インストール後コンピュータを再起動する」チェックボックスをオンに
してから配布してください。
● インストール後のパッチ実行ファイルの削除
クライアントでパッチのインストールが完了すると，パッチの実行ファイルが削除さ
れます。
また，パッケージにはインストール先ディレクトリに「C:¥NETMDMWK_DPT」が設
定されています。インストール後起動外部プログラムには，スクリプトファイルが指定
されています。これによって，特別な設定をすることなくパッケージを配布することで，
クライアントにパッチを適用できます。
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特定のパッチを配布する場合，そのパッチが未適用のクライアントであて先グループを
作成しておくことで，不要なジョブを実行することなくパッチを配布できます。配布し
たいパッチが未適用のクライアントをグルーピングして，パッチを配布する手順を次に
示します。
1. クライアントからパッチ情報を取得する。
2. インベントリビューアで配布したいパッチの適用状況を集計する。
パッチが未適用のクライアントを集計します。
3. 目的のパッチが適用されていないクライアントのあて先グループを作成する。
インベントリビューアの集計結果からあて先グループを作成できます。
4. 作成したあて先グループに対してパッチを配布する。
また，パッケージングまたはクライアントへの配布が完了したパッチのうち，データが
不要と判断できるパッチは，データベースの容量を確保するために削除しておくことを
お勧めします。

7.1.3 タスクスケジューラを利用したパッチの自動取得
Windows のタスクスケジューラを利用して，パッチ情報ファイルの取得，パッチの取得
およびパッケージングを自動で実行できます。ただし，自動的に取得できるパッチは，
OS のパッチだけです。
タスクスケジューラによるパッチの自動取得は，次の流れで実行されます。
1. 日立 Web サーバからパッチ情報ファイルが取得される。
2. 取得するパッチの設定に従って，パッチが取得される。
3. パッケージングの設定に従って，パッチがパッケージングされる。
パッチのパッケージングの設定については，
「7.1.2(1)

パッケージングの設定」を参照

してください。
「リモートインストールマネージャ」を「サーバ本体機能」と別のコンピュータにインス
トールしている場合は，タスクスケジューラを利用してパッチを自動取得する前に，
［自
動ダウンロード設定］パネルで取得するパッチの設定を完了しておく必要があります。
ここでは，取得するパッチの設定とタスクスケジューラの設定について説明します。

（1） 取得するパッチの設定
タスクスケジューラを利用して自動的にパッチを取得する場合，取得するパッチの種類
をあらかじめ設定しておく必要があります。また，自動的に取得したパッチを，そのま
まパッケージングするかどうかも設定します。
自動的に取得するパッチの種類は，
［更新プログラムの管理］ダイアログボックスから表
示する，［自動ダウンロード設定］パネルで設定します。
［自動ダウンロード設定］パネルの表示方法を次に示します。
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1. ［セットアップ］ボタンをクリックする。
［セットアップ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［自動ダウンロード設定］タブを選択する。
［自動ダウンロード設定］パネルが表示されます。
［自動ダウンロード設定］パネルでの設定内容について説明します。
図 7-4 ［自動ダウンロード設定］パネル

製品
取得するパッチの対象 OS を選択します。
タスクスケジューラによるパッチの自動取得が実行されると，ここで選択した OS
のパッチが取得されます。デフォルトでは，すべて選択されています。
クラス
取得するパッチのクラスを選択します。デフォルトでは，
「重要な更新」と「セキュ
リティ問題の修正プログラム」が選択されています。
更新プログラムをダウンロード後に自動でパッケージングを行う
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パッチを取得したあと，自動でパッケージングする場合にチェックボックスをオン
にしてください。デフォルトはチェックボックスがオフです。

（2） タスクスケジューラの設定
パッチを自動的に取得する場合の，タスクスケジューラの設定方法を次に示します。
1. ［コントロールパネル］の［タスク］アイコンをダブルクリックする。
タスクスケジューラの画面が表示されます。
2. タスクを新規に作成する。
3. 実行するプログラムとして「dptview.exe /exec」を指定する。
4. タスクを実行するスケジュールなどを設定する。
タスクを実行するユーザには，Administrator 権限を持ったユーザを指定してくださ
い。
タスクの実行結果を確認するには，タスクスケジューラの画面で，右クリックから表示
されるメニューから［表示］−［詳細］を選択してください。
「前回の結果」にタスクス
ケジューラの実行結果の戻り値が表示されます。戻り値の内容を次の表に示します。
表 7-2 タスクスケジューラの戻り値（パッチの自動取得）
項番

戻り値

内容

1

0x0

正常終了した。

2

0x1

取得するデータが存在しない。

3

0x2

パッチの取得を実行中のため，プログラムの起動に失敗した。

4

0x3 以上

そのほかのエラーで終了した。

エラーの詳細情報は，JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ ¥LOG¥DPT.LOG に
出力されます。DPT.LOG の形式を次に示します。
図 7-5 DPT.LOG の形式
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DPT.LOG に出力されるログの要因と対処を次の表に示します。
表 7-3 パッチ取得時に出力されるログの要因と対処
メッセージ
ID

メッセージテキスト

要因

対処

DPT006-E

Another instance of
the application is
already running.

すでにパッチの取得が実行
されています。

• 起動している［更新プログラ
ムの管理］ダイアログボック
スを終了してください。
• dptview.exe の実行を終了し
てください。

DPT009-E

Application will be
stopped. Reason:
Invalid arguments
specified.

タスクスケジューラから起
動するための引数が不正で
す。

引数が正しく指定されているか
確認してください。

DPT101-E

Database connection
failed. Reason: デー

データベースへの接続に失
敗しました。

• データベースが起動している
か確認してください。
• セットアップの［データベー
ス環境］パネルで，管理者
ユーザ ID およびパスワード
を確認してください。

データベースへのアクセス
中にエラーが発生しました。

• データベースとの通信環境を
確認してください。
• データベースが起動されてい
るか確認してください。

データソースの取得に失敗
した，またはデータソース
が不正であるおそれがあり
ます。

• データベースマネージャまた
はリモートインストールマ
ネージャ起動後に再実行して
ください。
• データソースの設定を確認し
てください。

タベースのエラー
メッセージ

DPT102-E

Error occurred while
accessing database.
Reason: データベー

スのエラーメッセー
ジ
DPT103-E

Unable to get a DSN
to connect or DSN
invalid. Reason:

データベースのエ
ラーメッセージ .
DPT204-E

Unable to configure
the proxy settings.

プロキシサーバへの接続に
失敗しました。

［ネットワーク設定］パネルの，
プロキシサーバの設定を確認し
てください。

DPT205-E

Error in network
settings
information. Unable
to connect to the
internet.

ネットワークへの接続に失
敗しました。

［ネットワーク設定］パネルの，
ネットワーク接続の設定を確認
してください。

DPT207-E

Unable to store the
downloaded
information in the
file system.

ファイルのダウンロードに
失敗しました。

DPT209-E

' サーバ名 ' login
failure.

サーバへのログインに失敗
しました。
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• ハードディスクに空き容量が
あることを確認してください。
• JP1/NETM/DM Manager の
インストール先ディレクトリ
に書き込み権限があることを
確認してください。
［ネットワーク設定］パネルで，
該当するサーバの認証情報を確
認してください。
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メッセージ
ID

メッセージテキスト

要因

対処

DPT254-E

Unable to establish
connection with the
JP1/NETM/DM
Manager.

パッケージャで，サーバへ
の接続に失敗しました。

• パッケージャの接続先の設定
を確認してください。
• ネットワークに接続されてい
ることを確認してください。

DPT255-E

Unable to
communicate with
the JP1/NETM/DM
Manager.

パッケージャで，サーバへ
の接続中にエラーが発生し
ました。

• ［パッケージング設定］パネル
の，
「管理者ユーザのパスワー
ド」の設定を確認してくださ
い。
• ネットワークに接続されてい
ることを確認してください。

DPT256-E

Unable to transfer
the file to the JP1/
NETM/DM
Manager.

パッケージング中にネット
ワークが切断されたおそれ
があります。

ネットワークに接続されている
ことを確認してください。

DPT257-E

Package ' パッケージ
名 ' already exists.

パッケージの格納先キャビ
ネットに，同じパッケージ
識別 ID のパッケージが存
在するおそれがあります。

格納先のキャビネットに，同じ
パッケージ識別 ID のパッケー
ジが存在するか確認してくださ
い。存在する場合は，該当する
パッケージを削除するか，格納
先キャビネットを変更してくだ
さい。

DPT258-E

Invalid password
specified for JP1/
NETM/DM Manager
login.

パッケージャで，サーバへ
の接続に失敗しました。

［パッケージング設定］パネル
の，「管理者ユーザのパスワー
ド」の設定を確認してください。

DPT260-E

Unable to execute
the command ' パッ

パッケージャの起動に失敗
しました。

パッケージャがインストールさ
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，パッケージャをインストー
ルしてください。

ケージングのコマン
ド名のフルパス '.
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7.2 クライアントのパッチ情報を検出する
ここでは，クライアントに適用済みのパッチまたは未適用のパッチの情報を検出する方
法と，検出結果を確認・集計する方法について説明します。

7.2.1

パッチ情報の検出手順

パッチ情報を検出するには，次の 2 とおりの方法があります。
● WUA を使用した検出
● MBSA 1.2.1 を使用した検出
検出に使用するプログラムおよびデータベースファイルが異なりますが，検出手順は同
じです。ただし，MBSA 1.2.1 を使用する場合は，クライアントに未適用のパッチ情報だ
け検出されます。クライアントに適用済みのパッチ情報を検出する場合は，WUA を使用
してください。
パッチ情報の検出手順を次の図に示します。
図 7-6 パッチ情報の検出手順

1. パッチ情報を検出するプログラムおよび検出用のデータベースファイルを配布する。
パッチ情報を検出するプログラムおよび検出用のデータベースファイルをクライアン
トへ配布します。これらの入手方法および配布方法については，使用する検出方法に
合わせて「7.2.2 WUA を使用した検出に必要なファイルの配布」または「7.2.3
MBSA 1.2.1 を使用した検出に必要なファイルの配布」を参照してください。
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2. クライアントからソフトウェア情報を取得する。
「ソフトウェア情報の取得」ジョブを実行します。ジョブの作成時に［オプション］
パネルで，
「すべてのソフトウェアを検索」または「アプリケーションの追加と削除
のソフトウェアを検索」を指定してください。配布したプログラムがクライアントで
実行され，パッチ情報が検出されます。
「ソフトウェア情報の取得」ジョブの作成および実行方法については，「3.2.1

ソフト

ウェア情報の取得手順」を参照してください。また，検出時の注意事項については，
「7.2.4 パッチ情報の検出時の注意事項」を参照してください。
3. 検出したパッチ情報を確認，集計する。
検出結果はリモートインストールマネージャで確認できます。また，インベントリ
ビューアで，検出したパッチ情報を条件にクライアントを集計できます。
検出したパッチ情報の確認および集計方法については，
「7.2.5 パッチ情報の検出結
果の確認と集計」を参照してください。

7.2.2

WUA を使用した検出に必要なファイルの配布

WUA を使用して，適用済みパッチ情報および未適用パッチ情報を検出するためには，ク
ライアントに WUA および Windows Installer 3.0 をインストールし，WUA 用のデータ
ベースファイルを配布しておく必要があります。それぞれのファイルは，Microsoft 社の
ホームページからダウンロードできます。

（1） WUA および Windows Installer 3.0 のリモートインストール
WUA および Windows Installer 3.0 をクライアントにインストールするには，Microsoft
社のホームページからダウンロードしたファイルをパッケージングしてリモートインス
トールします。
すでにクライアントに WUA および Windows Installer 3.0 がインストールされている場
合は，リモートインストールし直す必要はありません。クライアントに WUA および
Windows Installer 3.0 がインストールされているかどうかは，クライアントから取得し
たシステム情報の項目「Windows Update Agent」および「Windows Installer」の値か
ら確認できます。
「Windows Update Agent」の値が「N/A」以外であれば WUA 以降が
使用できることを示します。ただし，OS が 64 ビット版の Windows Server 2008 または
Windows Server 2003 (x64) の場合，
「Windows Update Agent」の値が「5.8.0.2469」以
上である必要があります。
WUA をダウンロードできる，Microsoft 社のホームページの URL を次に示します。な
お，WUA は，クライアントの OS の種別によってリモートインストールするファイルが
異なります。
WUA 3.0 をダウンロードする場合
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/937383
WUA 2.0 をダウンロードする場合
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http://support.microsoft.com/kb/926464/ja
このホームページ上の「マイクロソフト以外のソリューションを使用し，
Wsusscan.cab ファイルとサポートされている WUA 公開 API を使用している場合」
から，クライアントの OS の種別に合ったデータをダウンロードしてください。
次に，ダウンロードした WUA および Windows Installer 3.0 を，サイレントインストー
ルを利用してリモートインストールする手順を示します。
1. ［スタート］メニューの［ファイル名を指定して実行］で，ダウンロードした WUA お
よび Windows Installer 3.0 の実行ファイルのフルパスに引数「/？」を付けて実行す
る。
使用できる引数の一覧が表示されます。リモートインストール時には次の二つの引数
を使用します。
• インストール時に何も表示しないための引数
• インストール後に再起動しないための引数
2. バッチファイルを作成する。
WUA および Windows Installer 3.0 の実行ファイルをサイレントインストールするた
めのバッチファイルを作成します。サイレントインストールが完了したあとは，実行
ファイルとバッチファイルを削除するようにします。
バッチファイルの作成例を次に示します。
この作成例では，ダウンロードした実行ファイル名を「wua20dl.exe」
，作成する
バッチファイル名を「inst_del.bat」としています。また，リモートインストール
先は c:¥temp としています。
図 7-7 バッチファイルの作成例

作成したバッチファイルは，ダウンロードした実行ファイルと同じフォルダに格納し
てください。
3. ファイルを格納したフォルダをパッケージングする。
パッケージングの方法については，「2.1 パッケージングの方法」を参照してくださ
い。
なお，パッケージング時は，［パッケージング］ダイアログボックスの［外部プログ
ラム］パネルで次のように設定します。
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•「インストール直後」に，リモートインストールしたあとのバッチファイルのフル
パスを指定する
•「インストール直後」の［詳細］ボタンから表示される［外部プログラム用詳細設
定］ダイアログボックスで，「外部プログラムの終了コードで通知」および「エ
ラーとせずに処理を続行する」を選択する
4. 作成したパッケージをリモートインストールする。
リモートインストールの方法については「2.3.1 リモートインストールの実行手順」
を参照してください。
WUA および Windows Installer 3.0 がインストールできたかどうかは，クライアントか
らシステム情報を取得して，システム情報の項目「Windows Update Agent」および
「Windows Installer」の値から確認します。

（2） WUA 用のデータベースファイルの配布
WUA 用のデータベースファイルは頻繁に更新されるため，パッチ情報の検出前に，最新
のものをクライアントに配布してください。
WUA 用のデータベースファイル「wsusscan.cab」は，Microsoft 社のホームページから
ダウンロードできます。データベースファイルをダウンロードできる，Microsoft 社の
ホームページの URL を次に示します。
http://support.microsoft.com/kb/926464/ja
このホームページ上の「マイクロソフト以外のソリューションを使用し，Wsusscan.cab
ファイルとサポートされている WUA 公開 API を使用している場合」から，データベー
スファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたデータベースファイルは，パッケージングして，次のディレクトリに
格納されるように配布してください。
クライアントのインストールディレクトリ ¥CLIENT¥WUA
このディレクトリにインストールするには，パッケージング時に，
［システム条件］パネ
ルの「インストール先ディレクトリ」を次のように指定します。
● ドライブ：なし
● ディレクトリ：%NETMDMP%¥CLIENT¥WUA
このディレクトリにデータベースファイルがすでに格納されている場合は上書きしてく
ださい。
なお，WUA 用のデータベースファイルは，JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature
がインストールされていない JP1/NETM/DM Client - Base へも配布できます。
データベースファイルが格納されていない場合は，WUA を使用した検出は実行されませ
ん。この場合に，検出先が MBSA 1.2.1 を使用した検出の前提条件を満たしているとき
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は，MBSA 1.2.1 を使用した検出が実行されます。

7.2.3

MBSA 1.2.1 を使用した検出に必要なファイルの配布

MBSA 1.2.1 を使用して未適用パッチ情報を検出するためには，検出を実行する MBSA
1.2.1 の mbsacli.exe ファイルと，スキャンに使用する MBSA 1.2.1 用のデータベース
ファイルをクライアントに配布しておく必要があります。
また，mbsacli.exe ファイルと MBSA 1.2.1 用のデータベースファイルは，言語が同じも
のを使用してください。言語が異なるものを使用すると，未適用パッチ情報を正しく検
出できない場合があります。
パッケージング方法については「2.1 パッケージングの方法」を，リモートインストー
ル方法については「2.3 リモートインストールの実行」を参照してください。

（1） MBSA 1.2.1 の mbsacli.exe ファイルの配布
MBSA 1.2.1 の mbsacli.exe ファイルは，配布管理システムで MBSA 1.2.1 をインストー
ルすると，MBSA 1.2.1 のインストールディレクトリ直下に格納されます。この
mbsacli.exe ファイルをパッケージングし，次のディレクトリに格納されるように配布し
てください。
クライアントのインストールディレクトリ ¥CLIENT¥MBSA
このディレクトリにインストールするには，パッケージング時に，［システム条件］パネ
ルの「インストール先ディレクトリ」を次のように指定します。
● ドライブ：なし
● ディレクトリ：%NETMDMP%¥CLIENT¥MBSA
MBSA 1.2.1 を使用した未適用パッチ情報の検出時には，クライアントのインストール
ディレクトリ ¥CLIENT¥MBSA に格納された mbsacli.exe を使用します。格納されてい
ない場合は未適用パッチ情報を検出できません。
mbsacli.exe ファイルがクライアントに格納されている場合は，新たに配布し直す必要は
ありません。mbsacli.exe ファイルが格納されているかどうかは，クライアントからシス
テム情報を取得後，リモートインストールマネージャのシステム情報の項目「MBSA」
の表示で確認できます。

（2） MBSA 1.2.1 用のデータベースファイルの配布
MBSA 1.2.1 用のデータベースファイルは頻繁に更新されるため，未適用パッチ情報の検
出前に，最新のものをクライアントに配布してください。
MBSA 1.2.1 用のデータベースファイルは，Microsoft 社のホームページからダウンロー
ドできます。データベースファイルをダウンロードできる，Microsoft 社のホームページ
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の URL を次に示します。
http://www.microsoft.com/japan/technet/security/tools/default.mspx
ダウンロードしたデータベースファイルをパッケージングし，mbsacli.exe ファイルと同
じ次のディレクトリに格納されるように配布してください。
クライアントのインストールディレクトリ ¥CLIENT¥MBSA
このディレクトリにデータベースファイルがすでに格納されている場合は上書きしてく
ださい。
また，mbsacli.exe ファイルと同じディレクトリに名称の異なるデータベースファイルが
複数存在する場合は，更新日付が最新のデータベースファイルを使用してスキャンしま
す。データベースファイルがない場合は未適用パッチ情報を検出できません。

7.2.4 パッチ情報の検出時の注意事項
WUA または MBSA 1.2.1 を使用してパッチ情報を検出するときは，次の点に注意してく
ださい。
● WUA によるパッチ情報の検出が失敗した場合，「ソフトウェア情報の取得」ジョブは
エラーになります。
● クライアントのインストールディレクトリ ¥CLIENT¥WUA に WUA 用のデータベー
スファイルが格納されていない場合でも，「ソフトウェア情報の取得」ジョブは正常終
了します。ただし，パッチ情報は検出されません。
● クライアントのインストールディレクトリ ¥CLIENT¥MBSA に mbsacli.exe ファイル
および MBSA 1.2.1 用のデータベースファイルが格納されていない場合，
「ソフトウェ
ア情報の取得」ジョブは正常終了しますが，適用されていないパッチがあっても，未
適用パッチ情報として検出されません。
● OS の再起動が必要なパッチを適用した場合，OS を再起動するまで，その適用済みの
パッチと未適用パッチ情報の両方を検出することがあります。
●「KBxxxxxx」の形式で表示される ID および「MSxx-xxxx」の形式で表示される ID
がないパッチ情報は取得できません。
● クライアントのパッケージセットアップマネージャを操作することで，クライアント
自身のパッチ情報をスキャンできます。ただし，パッケージセットアップマネージャ
でパッチ情報を確認することはできません。また，スキャンが失敗してもエラーには
なりません。
パッケージセットアップマネージャの操作でパッチ情報をスキャンしたい場合は，［イ
ンストールソフトウェア］ウィンドウの［実行］メニューから，［ソフトウェア情報収
集］メニューを選択してください。
● オフラインマシンでパッチ情報を検出する場合は，Administrator 権限を持つユーザ
でログオンしてください。
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● Administrator 権限を持たないユーザがログオンしているクライアントからパッチ情
報を検出する場合は，クライアントのセットアップで次の設定が必要です。
• クライアントが常駐している場合，
［権限］パネルの「一般ユーザ権限で使用する」
チェックボックスをオンにする。
• クライアントが非常駐の場合，
［権限］パネルの「一般ユーザ権限で使用する」およ
び「非常駐でジョブ実行またはパッケージセットアップマネージャを使用する」
チェックボックスをオンにする。
● WUA を使ってパッチ情報を検出する場合，10 分を超えると適用済みのパッチ情報は
取得できません。
● 更新されたインベントリ情報を自動で配布管理システムに通知するように設定してい
る場合，WUA を使用する環境では，配布管理システムと接続するタイミングでパッ
チ情報に変更があったかどうかを WUA がチェックします。WUA によるパッチ情報
の検出には時間が掛かる場合があるので，次の点に注意してください。
• クライアントのセットアップの［クライアント常駐・ポーリング］パネルで「ポー
リングする」チェックボックスをオンにし，ポーリングの間隔を短く設定している
と，クライアントに負荷が掛かることがあります。これを防ぐため，設定するポー
リングの間隔は，できるだけ大きな値を指定してください。
• クライアントのセットアップの［クライアント常駐・ポーリング］パネルで「ポー
リングする」チェックボックスをオンにし，起動時ポーリングのタイミングを「シ
ステム起動前」に設定している場合，
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに
登録されているプログラムの起動に時間が掛かる場合があります。

7.2.5

パッチ情報の検出結果の確認と集計

パッチ情報の検出結果は，リモートインストールマネージャで確認できます。また，イ
ンベントリビューアで集計することもできます。

（1） 検出結果の確認方法
リモートインストールマネージャの［システム構成］，
［あて先］または［ディレクトリ
情報］ウィンドウの［インストールパッケージ］パネルで，クライアントごとのパッチ
情報を確認できます。
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図 7-8 ［インストールパッケージ］パネル

クライアントに適用済みのパッチ情報または未適用のパッチ情報のどちらか一方だけを
表示する場合は，次のメニューを選択してください。
● 適用済みパッチ情報だけを表示したい場合
［表示］メニューから［表示するソフトウェア］−［パッチ情報］を選択します。
「イ
ンストールパッケージ一覧」欄の先頭には，適用済みパッチを示すアイコンとして，
「他社ソフトウェア」のアイコン（

）が表示されます。このアイコンのうしろ

に，適用済みのパッチ名称が表示されます。
適用済みパッチ情報の識別 ID は，「SUP-」または「WUA-SUP」で始まります。バー
ジョンと世代番号には「0000」が表示されます。
「インストール（ステータス，エンドユーザステータス）
」は「完了」と表示されます。
● 未適用パッチ情報だけを表示したい場合
［表示］メニューから［表示するソフトウェア］−［未適用パッチ情報］を選択しま
す。
「インストールパッケージ一覧」欄の先頭には，未適用パッチを示すアイコン
（

）が表示されます。このアイコンのうしろに，未適用パッチのセキュリティ

番号と文書番号が「セキュリティ番号 ( 文書番号 )」の形式で表示されます。例えば，
セキュリティ番号「MS04-040」の「Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更
新プログラム (889293)」は，「MS04-040(889293)」と表示されます。
また，未適用パッチの識別 ID は「BSA-」で始まります。バージョンと世代番号には
「0000」が表示されます。
「インストール（ステータス，エンドユーザステータス）
」は「未適用」と表示されま
す。
パッチ情報の検出に対応していないバージョンの上位システムに，クライアントで検出
されたパッチ情報が通知された場合，通知された側では次のように表示されます。
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● Windows 版 JP1/NETM/DM Manager 07-11 以前または Windows 版 JP1/NETM/DM
SubManager 07-11 以前に通知された場合
［インストールパッケージ］パネルの「インストール（ステータス，ユーザステータ
ス）
」欄に「エラー（300097,00）」が表示されます。
● UNIX 版 JP1/NETM/DM Manager または UNIX 版 JP1/NETM/DM SubManager に
通知された場合
配布管理システムの「エンドステータス」に「97」が，「エンドステータス 2」に「ff」
が表示されます。

（2） 検出結果の集計方法
インベントリビューアで，検出結果のパッチ情報を条件に集計できます。未適用パッチ
情報を集計する場合は，［条件の設定］ダイアログボックスで，条件とするインベントリ
情報に「インストールパッケージ」下の「未適用パッチ情報」を選択します。条件とす
る未適用パッチ情報を選択して集計すると，選択したパッチが適用されていないクライ
アントの情報が表示されます。
図 7-9 ［集計］ウィンドウ

クライアントに適用済みのパッチ情報を集計する場合は，［条件の設定］ダイアログボッ
クスで，条件とするインベントリ情報に「インストールパッケージ」下の次のどれかを
選択してください。
•「すべて」
•「アプリケーションの追加 / 削除」
•「アプリケーションの追加 / 削除以外」
なお，システム情報として取得できる WUA のバージョンおよび MBSA のバージョンを
条件に集計することもできます。［条件の設定］ダイアログボックスで，条件とするイン
ベントリ情報に「システム情報」下の「Windows Update Agent」または「MBSA」を
選択して集計すると，バージョンごとに該当するクライアントの台数が表示されます。
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7.3 WSUS と連携して更新プログラムを管理
する
ここでは，WSUS と連携して，JP1/NETM/DM から WSUS コンピュータグループを管
理する方法，および更新プログラムの承認状態を管理する方法について説明します。ま
た，WSUS を階層化している場合の運用方法についても説明します。

7.3.1

WSUS コンピュータグループの管理

JP1/NETM/DM のあて先グループを基にして WSUS コンピュータグループを作成する
方法，および作成した WSUS コンピュータグループをメンテナンスする方法について説
明します。
WSUS コンピュータグループの作成およびメンテナンスは，［WSUS コンピュータグ
ループの作成］ダイアログボックスまたは dcmwsus コマンドで実行します。ここでは，
［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックスから WSUS コンピュータグ
ループを作成およびメンテナンスする方法を説明します。dcmwsus コマンドを利用する
方法については，マニュアル「運用ガイド 2」の「4.24

dcmwsus.exe（WSUS の同期

実行）」を参照してください。
［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックスの表示方法を次に示します。
1. リモートインストールマネージャの［オプション］メニューから［WSUS 連携］−
［WSUS コンピュータグループの作成］を選択する。
［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 7-10 ［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックス

「JP1/NETM/DM あて先グループ」欄には JP1/NETM/DM のあて先グループが，
「WSUS コンピュータグループ」欄には WSUS に登録されている WSUS コンピュータ
グループが表示されます。
選択したグループに登録されているクライアントを確認したい場合は，［クライアント一
覧］ボタンをクリックしてください。［クライアント一覧］ダイアログボックスが表示さ
れ，選択したグループに登録されているクライアントの詳細を確認できます。［クライア
ント一覧］ダイアログボックスは，同時に 10 個まで表示できます。
図 7-11 ［クライアント一覧］ダイアログボックス

次に，WSUS コンピュータグループを作成する方法と，作成した WSUS コンピュータ
グループをメンテナンスする方法について説明します。
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（1） WSUS コンピュータグループの作成方法
あて先グループを基に WSUS コンピュータグループを作成します。
WSUS コンピュータグループは階層化できません。あて先グループが階層化されている
場合は，選択したあて先グループとその下位にあるあて先グループが，それぞれ WSUS
コンピュータグループとして作成されます。各あて先グループの直下のクライアントが，
作成される WSUS コンピュータグループへの登録対象となります。
作成された WSUS コンピュータグループには，連携する WSUS サーバが管理するクラ
イアントだけが登録されます。WSUS を階層化している環境では，下位の WSUS サー
バで管理されているクライアントを WSUS コンピュータグループに登録するために，
dcmwsus コマンドを実行する必要があります。WSUS を階層化した環境での運用につい
ては，「7.3.3 階層化構成の WSUS との連携」を参照してください。
WSUS コンピュータグループを作成する手順を次に示します。
1. 「JP1/NETM/DM あて先グループ」欄であて先グループを選択する。
2. ［登録］ボタンをクリックする。
WSUS コンピュータグループが作成され，「WSUS コンピュータグループ」欄に表示
されます。
なお，あて先グループ名が「すべてのコンピュータ」または「割り当てられていないコ
ンピュータ」の場合，コンピュータグループは作成できません。これらはデフォルトで
WSUS に存在するコンピュータグループです。
（a） WSUS コンピュータグループ名の付けられ方
WSUS コンピュータグループ名は，あて先グループ名を基に自動で設定されます。変更
はできません。
階層化されているあて先グループの場合は，経路を含めた名称が設定されます。経路の
区切りは「_」
（アンダーバー）で表示されます。
あて先グループ名に次の文字が含まれている場合は，WSUS コンピュータグループを作
成できません。あて先グループ名を変更してから，再度 WSUS コンピュータグループを
作成してください。
「~」
「#」「$」
「^」
「&」「(」
「)」「=」「+」
「[」
「]」
「{」「}」
「;」
（b） クライアントの登録先の選択
WSUS コンピュータグループ作成時に，すでに同じ名前の WSUS コンピュータグルー
プがある場合は，登録されているクライアントを入れ替えるかどうかを選択してくださ
い。
同一のクライアントは，
「すべてのコンピュータ」を除く一つの WSUS コンピュータグ
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ループだけに登録できます。そのため，WSUS コンピュータグループを作成するときに，
すでにほかの WSUS コンピュータグループに登録されているクライアントがある場合
は，登録先を変更するかどうかを選択してください。
クライアントの登録先を選択する流れを次の図に示します。
図 7-12

クライアントの登録先を選択する流れ

（2） WSUS コンピュータグループのメンテナンス方法
WSUS コンピュータグループを作成したあて先グループに，新規にクライアントが登録
されたり，あて先グループ名が変更になったりしても，WSUS コンピュータグループに
は反映されません。そのため，WSUS コンピュータグループを定期的に作成し直して，
登録されているクライアントをメンテナンスする必要があります。
なお，あらかじめ，あて先グループと WSUS コンピュータグループで，登録するクライ
アントを合わせておくことで，WSUS コンピュータグループのメンテナンス作業の負担
を減らせます。
（a） WSUS コンピュータグループにクライアントを追加する
WSUS コンピュータグループにクライアントを追加するには，あて先グループにクライ
アントを追加して，再度 WSUS コンピュータグループを作成し直します。
なお，この方法は，WSUS コンピュータグループとあて先グループが同名で，登録され
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ているクライアントの構成が同じ場合だけ使用できます。
WSUS コンピュータグループにクライアントを追加する手順を次に示します。
1. リモートインストールマネージャで，あて先グループにクライアントを追加する。
2. ［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックスの「JP1/NETM/DM あて
先グループ」欄から，手順 1. でクライアントを追加したあて先グループを選択する。
3. ［登録］ボタンをクリックする。
WSUS コンピュータグループに登録されているクライアントを入れ替えるかどうかを
確認するメッセージが表示されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
登録されているクライアントが入れ替えられ，クライアントが追加された WSUS コ
ンピュータグループが作成されます。
（b） WSUS コンピュータグループを分割する
WSUS コンピュータグループを分割するには，分割後の WSUS コンピュータグループ
に登録されるクライアントであて先グループを作成し，そのあて先グループを基に
WSUS コンピュータグループを新規に作成します。
WSUS コンピュータグループを分割する流れを次の図に示します。
図 7-13

WSUS コンピュータグループを分割する流れ

WSUS コンピュータグループを分割する手順を次に示します。
1. リモートインストールマネージャで，分割後の WSUS コンピュータグループの基に
なるあて先グループを作成する。
2. ［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックスの「JP1/NETM/DM あて
先グループ」欄で，作成したあて先グループを選択する。
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3. ［登録］ボタンをクリックする。
すでにほかの WSUS コンピュータグループに登録されているクライアントの登録先
を変更するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
4. ［すべて変更］をクリックする。
作成したあて先グループを基に，WSUS コンピュータグループが作成されます。
登録先が変更されたクライアントは，元の WSUS コンピュータグループからは削除
されます。
（c） WSUS コンピュータグループを削除する
WSUS コンピュータグループを削除する手順を次に示します。
1. 「WSUS コンピュータグループ」欄から，削除したい WSUS コンピュータグループを
選択する。
2. ［削除］ボタンをクリックする。
選択した WSUS コンピュータグループが削除されます。
削除された WSUS コンピュータグループに登録されていたクライアントは，WSUS
コンピュータグループ「割り当てられていないコンピュータ」に登録されます。
WSUS コンピュータグループ「すべてのコンピュータ」および「割り当てられていない
コンピュータ」は，削除できません。

7.3.2

更新プログラムの承認状態の管理

更新プログラムの承認状態を管理する方法について説明します。
更新プログラムの承認状態は，［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックスで管理
します。［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックスの表示方法を次に示します。
1. リモートインストールマネージャの［オプション］メニューから［WSUS 連携］−
［更新プログラムの承認設定］を選択する。
［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックスが表示されます。
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図 7-14 ［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックス

なお，WSUS を階層化している環境では，更新プログラムの承認状態を各 WSUS に適
用するために，設定完了後に dcmwsus コマンドを実行する必要があります。WSUS を
階層化した環境での運用については，
「7.3.3 階層化構成の WSUS との連携」を参照し
てください。
次に，ダイアログボックスの各項目の詳細と，更新プログラムの承認状態を変更する手
順について説明します。

（1）［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックス
［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックスの各項目について説明します。
「更新プログラム」欄
WSUS で管理している更新プログラムの情報と，更新プログラムごとの承認状態が
表示されます。表示される承認状態の意味を次の表に示します。
表 7-4 「更新プログラム」欄で表示される更新プログラムの承認状態
表示される状態
未承認

意味
「WSUS コンピュータグループ」欄に表示されるすべての WSUS コン
ピュータグループに対して，更新プログラムが承認されていない状態です。
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表示される状態

意味

検出のみ

「WSUS コンピュータグループ」欄に表示されるすべての WSUS コン
ピュータグループに対して，更新プログラムが適用されているかどうかを
検出することを承認した状態です。更新プログラムはインストールしませ
ん。

インストール

「WSUS コンピュータグループ」欄に表示されるすべての WSUS コン
ピュータグループに対して，更新プログラムのインストールが承認されて
いる状態です。

削除

「WSUS コンピュータグループ」欄に表示されるすべての WSUS コン
ピュータグループに対して，更新プログラムのアンインストールが承認さ
れている状態です。

混在

「WSUS コンピュータグループ」欄に表示される WSUS コンピュータグ
ループごとに承認状態が異なる場合に表示されます。

「更新プログラム」欄で更新プログラムを選択すると，「WSUS コンピュータグルー
プ」欄に WSUS コンピュータグループごとの承認状態が表示されます。「WSUS コ
ンピュータグループ」欄の WSUS コンピュータグループには，WSUS の「すべて
のコンピュータ」は含まれないので，承認状態が WSUS サーバでの表示と異なる場
合があります。
［詳細］ボタン
選択した更新プログラムの詳細情報を表示します。
「WSUS コンピュータグループ」欄
「更新プログラム」欄で選択した更新プログラムに対して，WSUS に登録されてい
る WSUS コンピュータグループごとの承認状態が表示されます。ただし，JP1/
NETM/DM では「すべてのコンピュータ」は表示されません。表示される承認状態
の意味を次の表に示します。
表 7-5 「WSUS コンピュータグループ」欄で表示される更新プログラムの承認状態
表示される状態

意味

未承認

選択した更新プログラムが承認されていない状態です。

検出のみ

選択した更新プログラムが適用されているかどうかを検出することを承認
した状態です。更新プログラムはインストールしません。

インストール

選択した更新プログラムのインストールが承認されている状態です。

削除

選択した更新プログラムのアンインストールが承認されている状態です。
なお，JP1/NETM/DM では，更新プログラムの承認状態を「削除」に変更
することはできません。

なお，
「更新プログラム」欄で複数の更新プログラムが選択されている場合，承認状
態は表示されませんが，承認状態は変更できます。
［インストール］ボタン
「WSUS コンピュータグループ」欄で選択した WSUS コンピュータグループの承認
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状態を，「インストール」に変更します。
［検出のみ］ボタン
「WSUS コンピュータグループ」欄で選択した WSUS コンピュータグループの承認
状態を，「検出のみ」に変更します。
［閉じる］ボタン
［更新プログラムの承認設定］ダイアログボックスを閉じます。

（2） 更新プログラムの承認状態の変更手順
更新プログラムの承認状態を，コンピュータグループ単位で変更する手順を次に示しま
す。
1. 「更新プログラム」欄で，承認状態を変更したい更新プログラムを選択する。
「WSUS コンピュータグループ」欄に，WSUS コンピュータグループごとの承認状態
が表示されます。ただし，複数の更新プログラムを選択した場合は，承認状態は表示
されません。
2. 「WSUS コンピュータグループ」欄で，承認状態を変更したい WSUS コンピュータグ
ループを選択する。
WSUS コンピュータグループは複数選択することもできます。
3. ［インストール］ボタンまたは［検出のみ］ボタンをクリックする。
承認状態の変更を確認するメッセージが表示されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
選択した WSUS コンピュータグループの承認状態が変更されます。

（3） 使用許諾契約書（EULA）への同意が必要な更新プログラムの承認
幾つかの更新プログラムは，インストールを許可するために使用許諾契約書に同意する
必要があります。このような更新プログラムの承認状態を「インストール」に変更する
場合，使用許諾契約書に同意するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されま
す。
更新プログラムの承認状態を「インストール」に変更したいときは，使用許諾契約書の
内容を確認したうえで［同意する］ボタンをクリックしてください。
［同意しない］ボタ
ンをクリックしたときは，更新プログラムの承認状態は変更されません。

7.3.3 階層化構成の WSUS との連携
WSUS を階層化している場合，WSUS の機能（レプリカモード）によって，下位の
WSUS を最上位の WSUS で一元管理できます。しかし，下位の WSUS サーバによって
管理されているクライアントを WSUS コンピュータグループに登録するには，手動で作
業する必要があります。
JP1/NETM/DM では，下位の WSUS に対して WSUS コンピュータグループの構成と更
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新プログラムの承認状態の同期，および WSUS コンピュータグループへのクライアント
の登録を，dcmwsus コマンドで実行できます。このコマンドを利用することで，大規模
なシステムで WSUS を利用して更新プログラムを管理する作業を軽減できます。
なお，階層化した WSUS と連携する場合，JP1/NETM/DM から接続するのは最上位の
WSUS だけです。下位の WSUS の設定は，dcmwsus コマンドを利用して操作します。
dcmwsus コマンドの実行方法については，マニュアル「運用ガイド 2」の「4.24
dcmwsus.exe（WSUS の同期実行）」を参照してください。
ここでは，階層化構成の WSUS サーバと連携する場合の運用方法を説明します。

（1） 階層化構成での WSUS コンピュータグループの管理
JP1/NETM/DM のあて先グループから作成した WSUS コンピュータグループは，最上
位の WSUS に作成されます。しかし，最上位の WSUS サーバで管理されていないクラ
イアントは，あて先グループに含まれていても，作成された WSUS コンピュータグルー
プには登録されません。
下位の WSUS サーバで管理されているクライアントは，dcmwsus コマンドを実行して
WSUS コンピュータグループに登録する必要があります。このとき，dcmwsus コマンド
は次の用途に分けて 2 回実行します。
● WSUS コンピュータグループの作成（最上位の WSUS サーバとの同期実行）
最上位のクライアントに作成された WSUS コンピュータグループを下位の WSUS
サーバにも作成します。クライアントは登録されません。
● WSUS コンピュータグループへのクライアントの登録
最上位の WSUS サーバとの同期によって作成された WSUS コンピュータグループ
に，クライアントを登録します。
各 WSUS に対してコマンドを実行することで，あて先グループと WSUS コンピュータ
グループに登録されているクライアントを一致させることができます。
なお，最上位の WSUS への WSUS コンピュータグループの作成を，dcmwsus コマンド
から実行することもできます。

（2） 階層化構成での更新プログラムの承認状態の管理
最上位の WSUS で設定した更新プログラムの承認状態は，dcmwsus コマンドを実行し
て下位の WSUS に適用できます。
dcmwsus コマンドを実行して，最上位の WSUS と同期して WSUS コンピュータグルー
プを作成するタイミングで，更新プログラムの承認状態も下位の WSUS に適用されま
す。
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（3） 階層化構成の WSUS と連携する場合の運用例
階層化構成の WSUS と連携する場合の運用例を次に示します。
図 7-15

階層化構成の WSUS と連携する場合の運用例（1/2）

1. 最上位の WSUS（WSUS サーバ 1）に対して WSUS コンピュータグループ「グルー
プ 1」を作成する。
このとき，作成された WSUS コンピュータグループには，WSUS サーバ 1 で管理す
るクライアントだけが登録されます。
2. 作成した WSUS コンピュータグループ「グループ 1」の更新プログラムの承認状態を
設定する。
3. dcmwsus コマンドを実行して下位の WSUS との同期を実行する。
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下位の WSUS に，最上位の WSUS で管理する WSUS コンピュータグループと更新
プログラムの承認状態がコピーされます。
図 7-16

階層化構成の WSUS と連携する場合の運用例（2/2）

4. dcmwsus コマンドを実行して下位の WSUS で WSUS コンピュータグループ「グ
ループ 1」にクライアントを登録する。
システム全体で，「グループ 1」に登録されたクライアントに対して，承認状態の設定
に従って更新プログラムが適用されるようになります。
最上位の WSUS で，WSUS コンピュータグループを作成・変更したときや，更新プロ
グラムの承認状態を変更したときなどは，下位の WSUS に対して dcmwsus コマンドに
よる同期およびクライアントの登録を実行してください。
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また，下位の WSUS が多段構成になっている場合，タイミングによっては，同期を実行
しても更新プログラムの承認状態や WSUS コンピュータグループの削除が実行されない
ことがあります。そのため，下位の WSUS に対して定期的に同期を実行することをお勧
めします。

7.3.4

WSUS と連携して更新プログラムを管理する場合の注
意事項

WSUS と連携して更新プログラムを管理する際の注意事項を説明します。

（1） 共通の注意事項
● WSUS 連携機能は，統合 Windows 認証，ダイジェスト認証，および .NET パスポー
ト認証に対応していません。これらの認証を設定している場合は，WSUS 連携機能は
使用できません。
● あて先グループから WSUS コンピュータグループを作成する場合，バージョンが
07-53 以降のクライアントだけが含まれるようにしてください。07-52 以前のクライ
アント，および JP1/NETM/DM Client がインストールされていないマシンは，
WSUS コンピュータグループに登録できません。
● Microsoft Internet Explorer の［ファイル］メニューから［オフライン作業］を選択
している場合，WSUS 連携機能は使用できません。
［オフライン作業］が選択されて
いないことを確認してから，WSUS 連携機能を使用してください。
● 作成済みの WSUS コンピュータグループ名と同じ名前のあて先グループを登録する場
合，登録するあて先グループのクライアントだけで WSUS コンピュータグループが上
書きされます。そのため，登録済みのクライアントが削除されることがあります。削
除したくない場合は，WSUS コンピュータグループを作成する前に，あて先グループ
名を変更してから，登録してください。
● WSUS 連携機能を使用するためには，インストールした仮想ディレクトリに対して，
ASP.NET アプリケーションが構成されている必要があります。
WSUS 連携機能が動作しない場合は，ASP.NET アプリケーションが構成されている
かどうかを，次に示す手順で確認してください。
1. WSUS 連携機能をインストールした仮想ディレクトリのプロパティを開く。
2. ［仮想ディレクトリ］パネルの［構成］ボタンをクリックする。
［アプリケーションの構成］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［アプリケーションのマッピング］パネルに拡張子「.aspx」が登録されているかど
うかを確認する。
「.aspx」が登録されていない場合，または「.aspx」に設定されている実行可能ファイ
ルのパスの内容が Microsoft .NET Framework 1.1 以外のバージョンの DLL である場
合は，WSUS 連携機能は正常に動作しません。正常に動作させるためには，
Microsoft .NET Framework 1.1 に付属する ASP.NET IIS 登録ツール

419

7. クライアントを管理する

（Aspnet_regiis.exe）を使用して，WSUS 連携機能をインストールした仮想ディレク
トリに対して ASP.NET アプリケーションを構成してください。Aspnet_regiis.exe を
実行するときのコマンドの指定例を次に示します。
（例）
C:¥WINDOWS¥Microsoft.NET¥Framework¥v1.1.4322¥aspnet_regiis
-s W3SVC/1/ROOT/netmWS
なお，Aspnet_regiis.exe の詳細については，Microsoft 社のホームページを参照して
ください。

（2） WSUS 3.0 使用時の注意事項
● WSUS 管理コンソールで階層化した WSUS コンピュータグループを作成している場
合，JP1/NETM/DM の［WSUS コンピュータグループの作成］ダイアログボックス
では，末端に位置する WSUS コンピュータグループだけが表示されます。
● すでに WSUS コンピュータグループに登録されているクライアントを，ほかの
WSUS コンピュータグループに JP1/NETM/DM で登録した場合，クライアントの登
録先が変更されます。その前に登録されていた WSUS コンピュータグループからは，
該当するクライアントは削除されます。
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7.4 クライアントから通知されたアラートを確
認する
ここでは，クライアントから通知されたアラート情報の確認方法や，アラート情報の中
継について説明します。

7.4.1 アラート情報の確認
CSV 形式のアラート情報ファイル，Windows NT のイベントビューア，および JP1/IM View の［イベントコンソール］画面を使用したアラート情報の確認方法について，それ
ぞれ説明します。

（1） アラート情報ファイルへの出力
クライアントから通知されたアラート情報は，CSV 形式の履歴ファイルに出力できます。
このファイルをアラート情報ファイルと呼びます。
アラート情報ファイルを出力するには，JP1/NETM/DM Manager または JP1/NETM/
DM Client（中継システム）のセットアップで，
［クライアントアラート］パネルの
「CSV ファイルに出力する」チェックボックスをオンにして，ファイルサイズを設定して
ください。デフォルトはチェックボックスがオフです。
「CSV ファイルに出力する」チェックボックスをオンに設定すると，クライアントから通
知されたアラート情報が，JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ ¥DMPRM 下に
ある ALERT.CSV ファイルに出力されます。システム管理者は，ALERT.CSV ファイル
でアラート情報を確認したり，ALERT.CSV ファイルを編集してアラート情報の管理に
利用したりできます。
アラート情報ファイルの形式と出力例，および注意事項について次に説明します。
（a） アラート情報ファイルの形式
アラート情報ファイル（ALERT.CSV）には，1 行につき 1 件のアラート情報が出力され
ます。各項目はダブルクォーテーション（"）で囲まれ，コンマ（,）で区切られていま
す。アラート情報ファイルの形式を次に示します。
形式
" アラート受信日時 "," ホスト名称 ","IP アドレス "," アラートコード "," ア
ラート発生日時 "," アラートメッセージ "
説明
アラート受信日時
マネージャ，中継マネージャ，または中継システムが，アラートを受信した日
時
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ホスト名称
アラート情報を通知したクライアントのホスト名
IP アドレス
アラート情報を通知したクライアントの IP アドレス
アラートコード
アラートコード
アラート発生日時
アラート情報を通知したクライアントで，アラートが発生した日時
アラートメッセージ
アラートの内容
アラート情報の受信時に，アラート情報ファイルのサイズが指定したサイズを超えた場
合，古いアラート情報から削除されます。アラート情報ファイルのサイズは，デフォル
トで 512 キロバイト（アラート情報は約 2,000 件）です。ファイルサイズは，100 〜
2,500 キロバイトで変更できます。100 キロバイト当たり，約 400 件のアラート情報を記
録できます。
（b） アラート情報ファイルの出力例
アラート情報ファイルの出力例を次に示します。
" アラート受信日時 "," ホスト名称 ","IP アドレス "," アラートコード "," アラート発生日時 "," ア
ラートメッセージ "
"2003/05/20 17:41:09","clt01","10.XXX.XXX.29","1010","2003/05/20
17:38:17","C:¥ ハードディスクにはほとんど空き容量がありません。
"
"2003/05/20 17:42:43","clt01","10.XXX.XXX.29","2010","2003/05/20
17:40:04","C:¥ ハードディスクに十分な空き容量ができました。
"
"2003/05/20 17:45:23","clt02","10.XXX.XXX.30","0000","2003/05/20 17:42:46"," ア
プリケーションを実行するために仮想メモリを使い切りました。
"
"2003/05/20 17:46:12","clt02","10.XXX.XXX.30","2000","2003/05/20 17:43:36"," 仮
想メモリの容量が十分になりました。
"

（c） アラート情報ファイルの利用時の注意事項
アラート情報ファイルを編集する場合，JP1/NETM/DM のインストールディレクトリ
¥DMPRM 下にある ALERT.CSV ファイルは直接編集しないで，コピーして編集してく
ださい。
また，アラート情報の履歴をクリアしたい場合は，サービスを停止して，JP1/NETM/
DM のインストールディレクトリ ¥DMPRM 下にある ALERT.CSV ファイルを削除して
ください。停止するサービスは，JP1/NETM/DM Manager の場合は Remote Install
Server，JP1/NETM/DM Client（中継システム）の場合は Client Install Service です。
なお，次にアラート情報が通知されたときは，新しく ALERT.CSV ファイルが作成され
ます。
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（2） イベントビューアへの出力
クライアントから通知されたアラート情報は，Windows NT のイベントビューアに出力
できます。システム管理者はイベントビューアを利用して，クライアントのアラート発
生状況を監視できます。
イベントビューアに出力するには，JP1/NETM/DM Manager または JP1/NETM/DM
Client（中継システム）のセットアップで，［クライアントアラート］パネルの「イベン
トビューアへ出力する」チェックボックスをオンにしてください。デフォルトはチェッ
クボックスがオフです。
イベントビューアへ出力するように設定した場合，セットアップの［障害関連］パネル
の「イベントビューアへ出力するメッセージ種別」での設定に関係なく，すべてのア
ラート情報がイベントビューアに出力されます。イベントビューアに表示されるメッ
セージ種別は，アラートイベントの種別が「危険」または「警告」のときは警告メッ
セージ，「正常」のときは情報メッセージとなります。

（3） JP1/IM への通知
クライアントから通知されたアラート情報は，JP1/IM へ JP1 イベントとして通知でき
ます。システム管理者は，JP1/IM - View の［イベントコンソール］画面で JP1/NETM/
DM から通知されたアラート情報を確認することで，クライアントのアラート発生状況
を監視できます。
JP1/IM に通知するには，JP1/NETM/DM Manager または JP1/NETM/DM Client（中
継システム）のセットアップで，
［イベントサービス］パネルの「イベントサービス機能
を使用する」および「クライアントアラートイベント」チェックボックスをオンにして
ください。デフォルトは，チェックボックスは両方ともオフです。
JP1/IM への通知は，JP1/NETM/DM Manager および JP1/NETM/DM Client（中継シ
ステム）で利用できます。JP1 イベントの通知の詳細については，マニュアル「運用ガ
イド 2」の「2.2

JP1/IM へ JP1 イベントを通知する」を参照してください。

7.4.2 アラート情報の中継
JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ）および JP1/NETM/DM Client（中継シス
テム）は，クライアントから通知されたアラート情報を，さらに上位のシステムへ中継
できます。中継先の上位システムでは，下位に位置するすべてのクライアントのアラー
ト情報を確認できます。
例えば，システム管理者がマネージャから JP1/NETM/DM システム全体を管理していて
中継システムは無人である場合，中継システムでは上位システムへの中継だけするよう
にして，アラート情報ファイルやイベントビューアへの出力は抑止します。こうするこ
とで，中継システムの負担を増やすことなく，マネージャから全クライアントのアラー
ト発生状況を監視できます。

423

7. クライアントを管理する

アラート情報を上位システムに通知するには，JP1/NETM/DM Manager または JP1/
NETM/DM Client（中継システム）のセットアップで，［クライアントアラート］パネル
の「上位システムへ中継する」チェックボックスをオンにしてください。デフォルトは
チェックボックスがオンです。
なお，アラート情報を確認できるのは，バージョン 07-00 以降の Windows 版 JP1/
NETM/DM 製品ですが，次に示すシステムでもアラート情報の中継はできます。ただ
し，これらのシステムでは，アラート情報の確認はできません。
• バージョン 06-51 〜 06-72 の Windows 版 JP1/NETM/DM Manager（中継マネー
ジャ）または JP1/NETM/DM SubManager
• UNIX 版の JP1/NETM/DM SubManager
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7.5 クライアントへメッセージを通知する
ここでは，クライアントへメッセージを通知する手順と，メッセージ通知時の注意事項
について説明します。

7.5.1 メッセージ通知の操作手順
クライアントへメッセージを通知するには，
「メッセージの通知」ジョブを実行します。
クライアントへメッセージを通知する手順を次に示します。
1. ［ジョブ定義の新規作成］ウィンドウを表示する。
［ジョブ定義の新規作成］ウィンドウの表示方法については，「8.2.1 ［ジョブ定義の
新規作成］ダイアログボックスの表示方法」を参照してください。
2. 「メッセージの通知」を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブの作成］ダイアログボックスが表示されます。
3. ［あて先］パネルで，メッセージを通知したいクライアントをあて先に指定する。
あて先の指定方法については，
「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参照してくださ
い。
4. ［通知するメッセージ］パネルで，クライアントへ通知するメッセージを設定する。
［通知するメッセージ］パネルでは，メッセージのタイトル，メッセージのファイル
形式，本文などを設定します。
［通知するメッセージ］パネルの設定方法については，「8.2.7 ［通知するメッセージ］
パネルの設定」を参照してください。
5. ［実行］ボタンをクリックしてジョブを実行する。
ジョブが実行され，クライアントにメッセージが通知されます。
あて先のクライアントでジョブが受信されると，メッセージダイアログボックスが表示
されます。メッセージダイアログボックスは，クライアントが受信した順に，同時に 10
件まで表示されます。クライアントでのメッセージの確認方法については，マニュアル
「導入・設計ガイド」の「2.13.3 管理者から通知されたメッセージの表示」を参照して
ください。

7.5.2 クライアントへのメッセージ通知時の注意事項
● OS が Windows NT の PC にクライアントをインストールした場合，メッセージダイ
アログボックスを表示させるには，OS に再ログオンする必要があります。
● クライアントの OS が Windows NT の場合で，クライアントセットアップの［クライ
アント常駐・ポーリング］パネルの「クライアントを常駐する」チェックボックスが
オフのとき，メッセージダイアログボックスはログオン直後にだけ表示されます。
● クライアントで，メッセージダイアログボックスを表示したままログオフまたは
シャットダウンすると，次にログオンしたときに，前回表示されていたメッセージダ
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イアログボックスが再度表示されます。
● クライアントセットアップの［権限］パネルで「一般ユーザ権限で使用する」チェッ
クボックスをオフにしている場合は，クライアントをインストールしたユーザがログ
オンしているときにだけ，メッセージが表示されます。
● クライアントで受信したメッセージは，メッセージダイアログボックスの［OK］ボタ
ンをクリックするまで削除されません。ただし，クライアントセットアップの［接続
先］パネルで接続先に「*」を指定すると，クライアントが初期化され，受信していた
メッセージがすべて削除されます。
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7.6 AMT のリモートコントロール機能を利用
する
ここでは，AMT のリモートコントロール機能を利用して，クライアントの BIOS を設定
する方法と，クライアントに対して診断プログラムを実行する方法について説明します。
なお，「AMT 連携機能」を利用するための前提条件については，マニュアル「導入・設
計ガイド」の「2.7.6

7.6.1

AMT を利用したクライアントの制御」を参照してください。

AMT のリモートコントロール機能の実行手順

「AMT 連携機能」を利用してクライアントの BIOS を設定する手順と，クライアントに
対して診断プログラムを実行する手順について説明します。

（1） クライアントの BIOS を設定する手順
配布管理システムから，クライアントの BIOS をリモートで設定する手順を次に示しま
す。
1. 配布管理システムでコマンドプロンプトを起動する。
2. dcmamtrc コマンドを実行する。
クライアントが起動して，配布管理システムの画面に telnet のウィンドウが起動しま
す。telnet のウィンドウには，クライアントの BIOS が表示されます。
dcmamtrc コマンドの指定方法については，「7.6.2

dcmamtrc.exe（AMT のリモー

トコントロール）
」を参照してください。
3. BIOS を設定する。
4. BIOS の設定を終了する。
BIOS を終了すると，クライアントが再起動されます。このとき，telnet のウィンド
ウには何も表示されなくなります。
5. telnet のウィンドウを閉じる。
コマンドプロンプトの画面に，コマンドが終了したことが表示されます。

（2） クライアントに対して診断プログラムを実行する手順
配布管理システムにセットされている FD から，クライアントに対して診断プログラム
を実行する手順を次に示します。
1. 配布管理システムに診断プログラムが格納された FD をセットする。
2. コマンドプロンプトを起動する。
3. dcmamtrc コマンドを実行する。
クライアントが起動して，配布管理システムの画面に telnet のウィンドウが起動しま
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す。telnet のウィンドウには，診断プログラムの実行状況が表示されます。
dcmamtrc コマンドの指定方法については，
「7.6.2 dcmamtrc.exe（AMT のリモー
トコントロール）」を参照してください。
4. 診断プログラムを終了する。
診断プログラムの種類によっては，プログラムが終了するとクライアントが再起動さ
れます。このとき，telnet のウィンドウには何も表示されなくなります。
5. telnet のウィンドウを閉じる。
コマンドプロンプトの画面に，コマンドが終了したことが表示されます。

7.6.2

dcmamtrc.exe（AMT のリモートコントロール）

（1） 機能
クライアントの BIOS をリモートで操作します。また，配布管理システムにセットされ
ている FD から，クライアントに対して診断プログラムを実行します。

（2） 形式
dcmamtrc.exe

/h ホスト名 | /i IPアドレス
/b | /r

（3） 引数
/h
接続先のクライアントのホスト名を，1 〜 64 文字で指定します。大文字，小文字は
区別されません。
/i
接続先のクライアントの IP アドレスを 7 〜 15 文字で指定します。
/b
クライアントの BIOS をリモートで操作する場合に指定してください。
/r
配布管理システムにセットされている FD から，リモートで，クライアントに対し
て診断プログラムを実行する場合に指定してください。

（4） リターンコード
dcmamtrc コマンド実行時のリターンコードを次に示します。
コード

意味

0

SOL 接続および IDE リダイレクト接続に成
功し，BIOS 設定および IDE リダイレクトの
設定が正常に終了した。
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コード

意味

対処

2

コマンドの引数に誤りがある。

コマンドの引数を確認してください。

5

Socket エラーが発生した

クライアントに SOL ドライバがインストー
ルされているか確認してください。

6

IDER 接続に失敗した。

FD 内に診断プログラムが格納されている
か確認してください。

7

すでに SOL 接続が確立されている。

新たに SOL 接続を確立することはできませ
ん。対処なし。

8

すでに IDE リダイレクト接続が確立されてい
る。

新たに IDE リダイレクト接続を確立するこ
とはできません。対処なし。

9

クライアントの電源がオンになっている。

クライアントの電源をオフにしてください。

12

その他のエラーが発生した。

システムエラーです。コマンドの実行環境
を確認してください。

31

SOL 接続が確立されなかった。

• 接続先のホスト名または IP アドレスを
確認してください。
• AMT による接続が行われているか確認
してください。

（5） 実行例
ホスト名が「dmp001」のクライアントに対して，BIOS をリモートで設定する場合のコ
マンドの実行例を次に示します。
dcmamtrc.exe /h dmp001 /b

7.6.3

AMT のリモートコントロール機能を利用する場合の注
意事項

● コマンドは，クライアントの電源がオフの状態で実行してください。クライアントの
電源がオンの場合は，コマンドは実行できません。
● コマンドの実行中は，コマンドプロンプトのウィンドウを閉じないでください。
● コマンドの実行中に telnet のウィンドウを閉じた場合，クライアントの電源をいった
んオフにしてから，再度コマンドを実行してください。
● 診断プログラム実行する場合，あらかじめ，クライアントマシンのベンダから診断プ
ログラムを入手してください。実行できる診断プログラムは，テキストベースで作成
されたプログラムだけです。
● 診断プログラムを実行する配布管理システムには，FD ドライブおよび CD-ROM ドラ
イブが必要です。
● dcmamtrc コマンドを使用する場合は，Intel AMT SDK の imrsdk.dll が必要です。
imrsdk.dll は Intel のサイトから Intel AMT SDK をダウンロードして入手し，JP1/
NETM/DM のインストールフォルダ ¥BIN 下に格納してください。imrsdk.dll がない
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環境で dcmamtrc コマンドを実行すると，次のエラーメッセージが表示されます。
「imrsdk.dll が見つからなかったため，このアプリケーションを開始できませんでし
た。アプリケーションをインストールし直すとこの問題は解決される場合がありま
す。
」
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7.7 オフラインマシンを管理する
ここでは，オフラインマシンに対して，媒体を利用してリモートインストールする方法
と，インベントリ情報および稼働情報を取得する方法について説明します。

7.7.1 オフラインインストール
ここでは，オフラインインストールの操作について説明します。

（1） オフラインインストールの手順
オフラインインストールの手順を次の図に示します。
図 7-17

オフラインインストールの手順

1. インストールするソフトウェアをパッケージングする。
パッケージャで，インストールするソフトウェアをパッケージングします。ただし，
スケジュールの指定，およびインストール後にコンピュータを再起動させる設定は無
効になります。また，環境変数「%NETMDMP%」は指定できません。
パッケージング方法については，
「2.1 パッケージングの方法」を参照してくださ
い。
2. インストール媒体を準備する。
配布管理システムで，インストールするパッケージの情報を格納したパッケージ情報
ファイルを作成します。パッケージ情報ファイルを作成すると，同時にインストール
実行プログラム，およびプログラム自動実行ファイルが出力されます。
インストール媒体の準備方法については，
「(2) インストール媒体の準備」を参照し
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てください。
3. インストール媒体をオフラインマシンへ搬送する。
パッケージ情報ファイル，インストール実行プログラム，およびプログラム自動実行
ファイルを，CD-R や MO などの媒体に格納してオフラインマシンへ搬送します。
4. インストールを実行する。
オフラインマシンでインストール実行プログラムを実行すると，インストールパッ
ケージ情報ファイルに含まれるパッケージがインストールされます。
インストールの実行方法については，「(3) オフラインマシンでのインストールの実
行」を参照してください。
5. インストール結果ファイルを配布管理システムへ搬送する。
インストール時に出力されるインストール結果ファイルを，FD，CD-R，MO などの
媒体に格納して，配布管理システムへ搬送します。オフラインマシンと配布管理シス
テムがネットワークで接続されている場合は，このファイルをメールに添付して搬送
することもできます。
6. インストール結果を確認する。
テキストエディタでインストール結果ファイルを開いて確認します。また，オフライ
ンマシンからのインベントリ情報取得機能を使ってインストール結果を確認すること
もできます。
インストール結果の確認方法については，「(4)

オフラインマシンでのインストール

結果の確認」を参照してください。

（2） インストール媒体の準備
インストール媒体は，パッケージを管理している配布管理システムのリモートインス
トールマネージャで準備します。インストール媒体には，次の四つのファイルを格納し
ます。
• パッケージ情報ファイル（ファイル名：dmlinst.bin）
• インストール実行プログラム（ファイル名：dmlinst.exe）
• プログラム自動実行ファイル（ファイル名：autorun.inf）
• インストール実行プログラムのマニフェストファイル（ファイル名：
dmlinst.exe.MANIFEST）
パッケージ情報ファイルの作成方法を次に示します。なお，インストール実行プログラ
ムおよびプログラム自動実行ファイルは，パッケージ情報ファイルと同時に作成されま
す。
1. ［パッケージ］ウィンドウで，インストールするパッケージを選択する。
同じキャビネット内のパッケージは複数選択できます。
2. ［ファイル］メニューの［オフラインマシンの管理］から［インストール媒体作成］
を選択する。
［インストール媒体作成］ダイアログボックスが表示されます。
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図 7-18 ［インストール媒体作成］ダイアログボックス

「インストールするパッケージのリスト」には，［パッケージ］ウィンドウで選択した
パッケージが表示されます。
3. 必要に応じて，パッケージのインストール順を変更する。
「インストールするパッケージのリスト」の上から順にパッケージがインストールさ
れます。インストール順を入れ替える場合は，パッケージを選択して，
［↑］または
［↓］ボタンをクリックしてください。
4. 必要に応じて，パッケージのインストール条件を変更する。
インストール先ディレクトリやソフトウェア条件などの，パッケージのインストール
条件を変更する場合は，パッケージを選択して［変更］ボタンをクリックしてくださ
い。
［インストール条件の変更］ダイアログボックスが表示され，インストール条件
を変更できます。
［インストール条件の変更］ダイアログボックスの指定内容については，「2.2.1
［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスでの設定」を参照してくださ
い。ただし，次に示す項目は変更できません。
•［パッケージング情報］および［スケジュール］パネルの内容
• パッケージの暗号化および圧縮の指定
• UNIX 版のパッケージャ（資源登録システム）からパッケージング（資源登録）さ
れたパッケージの，外部プログラム起動の監視設定
5. ［作成］ボタンをクリックする。
［フォルダの参照］ダイアログボックスが表示されます。
6. パッケージ情報ファイル，インストール実行プログラム，およびプログラム自動実行
ファイルを格納するフォルダを選択し，
［OK］ボタンをクリックする。
インストール媒体の作成中を示すダイアログボックスが表示され，選択したフォルダ
に，パッケージ情報ファイル，インストール実行プログラム，およびプログラム自動
実行ファイルが作成されます。
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（3） オフラインマシンでのインストールの実行
準備したインストール媒体を，パッケージをインストールしたいオフラインマシンへ搬
送してください。オフラインマシンでのインストール方法を次に示します。
なお，オフラインインストールの実行時には，クライアントの幾つかの設定が無効とな
ります。詳細については，「(6)

オフラインインストールを実行するときの注意事項」を

参照してください。
1. オフラインマシンで，JP1/NETM/DM の機能が実行されていないことを確認する。
JP1/NETM/DM のほかの機能が実行されている間は，オフラインインストールでき
ません。機能が終了されるまで待ってください。
2. パッケージ情報ファイルがインストール実行プログラムと同じフォルダにあることを
確認し，インストール実行プログラムを実行する。
インストール実行中は［パッケージのインストール］ダイアログボックスが表示さ
れ，インストールの実行状況を確認できます。
媒体が CD-R の場合は，ドライブにセットするとプログラム自動実行ファイルが読み
込まれ，自動的にインストールが開始されます。
また，インストール実行プログラムは，コマンド形式で実行することもできます。イ
ンストール実行コマンドについては，「(5) オフラインインストールの実行コマンド
（dmlinst コマンド）
」を参照してください。
3. インストール結果ファイルが出力できなかった場合は，表示される［インストール結
果ファイルの保存］ダイアログボックスで出力先を選択し，［OK］ボタンをクリック
する。
［キャンセル］ボタンをクリックすると，インストール結果ファイルは出力されませ
ん。
インストールが終わると，インストール実行ファイルと同じフォルダに，インストー
ル結果ファイル（ファイル名：dmlinst.txt）が出力されます。出力先にインストール
結果ファイルがすでにある場合は，ファイルの末尾にインストール結果が追加されま
す。

（4） オフラインマシンでのインストール結果の確認
インストール時に出力されるインストール結果ファイルを，配布管理システムに搬送し
てください。インストール結果ファイルをテキストエディタで開いて，インストール結
果を確認します。
また，インストール結果は，インベントリ情報取得機能を使って確認することもできま
す。オフラインマシンからインベントリ情報を取得する方法については，「7.7.2

オフラ

インマシンからのインベントリ情報と稼働情報の取得」を参照してください。ネット
ワークに接続している PC にオフラインインストールした場合は，ネットワークを介し
てインベントリ情報を取得できます。ネットワークを介してインベントリ情報を取得す
る方法については，「3.2 ソフトウェア情報を取得する」を参照してください。
ここでは，インストール結果ファイルの出力形式について説明します。インストール結
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果ファイルの出力形式を次の図に示します。
図 7-19

インストール結果ファイルの出力形式

インストール結果はパッケージごとに 1 行ずつ出力されます。各項目はタブ文字で区切
られます。各項目の詳細は次のとおりです。
• 日付
パッケージをインストールした年月日が，YYYY/MM/DD の形式で出力されます。
• 時刻
パッケージをインストールした時分秒が，hh:mm:ss の形式で出力されます。
• 結果
インストール結果が，次のどちらかの値で出力されます。
• OK：成功
• NG：失敗
• ホスト名
インストールを実行したクライアントのホスト名が出力されます。ホスト名がないク
ライアントの場合は，ホスト識別子から先頭の「#」を削除した値が出力されます。
• IP アドレス
インストールを実行したクライアントの IP アドレスが出力されます。IP アドレスが
ないクライアントの場合は，「127.0.0.1」が出力されます。
• パッケージ名
インストールしたパッケージの名称が出力されます。
• パッケージ情報
インストールしたパッケージの情報が，次の形式で出力されます。

d.cc.pppppp.vvvv.ssss
• d ：パッケージの種別
（WS（UNIX）を示す「C」，または PC（Windows）を示す「D」）
• cc ：キャビネット識別 ID
• pppppp ：パッケージ識別 ID
• vvvv ：バージョン / リビジョン
• ssss ：世代番号
• 保守コード
インストール結果を示す保守コードが出力されます。
• ホスト識別子
インストールを実行したクライアントのホスト識別子が出力されます。

（5） オフラインインストールの実行コマンド（dmlinst コマンド）
オフラインマシンで実行する，dmlinst コマンドについて説明します。
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機能
パッケージ情報ファイル（ファイル名：dmlinst.bin）に含まれるパッケージをオフ
ラインマシンにインストールします。インストール結果は，インストール結果ファ
イル（ファイル名：dmlinst.txt）に出力されます。
形式
dmlinst.exe [/I パッケージ情報ファイルのディレクトリ]
[/O インストール結果ファイルの出力先ディレクトリ]
[/S]
オプション
• /I
パッケージ情報ファイル（ファイル名：dmlinst.bin）のディレクトリのフルパス
を指定します。
省略した場合は，インストール実行プログラム（ファイル名：dmlinst.exe）と同
じディレクトリにあるパッケージ情報ファイルが読み込まれます。
• /O
インストール結果ファイル（ファイル名：dmlinst.txt）の出力先ディレクトリの
フルパスを指定します。出力先にインストール結果ファイルがすでにある場合は，
ファイルの末尾に結果が追加されます。
省略した場合は，インストール実行プログラム（ファイル名：dmlinst.exe）と同
じディレクトリにインストール結果ファイルが出力されます。
• /S
オフラインインストールの実行時に，次に示すダイアログボックスを表示させな
い場合に指定します。
・
［パッケージのインストール］ダイアログボックス
・
［インストール結果ファイルの保存］ダイアログボックス
・インストール結果を表示するダイアログボックス
・オフラインインストール固有のエラーダイアログボックス
実行例
パッケージ情報ファイルの格納先が「C:¥Program
Files¥Hitachi¥NETMDMP¥DMPRM」，インストール結果ファイルの出力先が
「A:¥」の場合の例を次に示します。
dmlinst.exe /I "C:¥Program Files¥Hitachi¥NETMDMP¥DMPRM" /O "A:¥"

（6） オフラインインストールを実行するときの注意事項
クライアントでオフラインインストールを実行するときには，次の点に注意してくださ
い。
● Windows NT で Administrator 権限を持たないユーザがクライアントにログオンして
いる場合，インストール時に Administrator 権限が必要なパッケージをオフラインイ
ンストールするときは，クライアントセットアップの［権限］パネルで，
「一般ユーザ
権限で使用する」チェックボックスをオンにしてください。
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● クライアントの OS が CD-ROM の自動起動を許可しないよう設定されている場合は，
インストール媒体の CD-R をドライブにセットしても，インストールが自動的に開始
されません。手動でインストール実行プログラムを実行してください。
● インストール媒体のデータをネットワークドライブに格納してオフラインインストー
ルを実行する場合，
「DMLINST.BIN が見つかりません。」といったエラーが発生した
ときは，ネットワークドライブへのアクセスに失敗したおそれがあります。ネット
ワークドライブへのアクセス権があるかどうか確認してください。
● クライアントが非常駐の状態でオフラインインストールを実行する場合，Windows
NT で「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用しているときは，クライアン
トセットアップの［権限］パネルで，「非常駐でジョブ実行またはパッケージセット
アップマネージャを使用する」チェックボックスをオンにしている必要があります。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」については，
「11.2.3 Windows NT の一般
ユーザ権限でのインストール」を参照してください。
● クライアントでオフラインインストールを実行するときに必要なディスク容量は，リ
モートインストールを実行するときと同様です。必要なディスク容量の計算方法につ
いては，マニュアル「導入・設計ガイド」の「5.3.3(4) パッケージのインストール」
を参照してください。
●［クライアントセットアップ］ダイアログボックスの幾つかの設定が無効となります。
オフラインインストール実行時に無効となる設定を次の表に示します。
表 7-6 オフラインインストール時に無効となる設定
パネル
接続先

チェックボックス
システム構成を自動登録する
インベントリ情報も通知する

ジョブオプション

ジョブを保留する
運用管理者の指示でコンピュータをシャットダウンまたは再起動する
ダイナミックインベントリを通知する
ジョブのインストール / 収集待ち通知を抑止する※

インストールオプション

注※

ダウンロード時にサイズチェックする

設定に関係なく，インストール / 収集待ちを通知しません。

7.7.2 オフラインマシンからのインベントリ情報と稼働情報
の取得
ここでは，オフラインマシンからオフラインマシン情報（インベントリ情報および稼働
情報）を取得する方法について説明します。
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（1） オフラインマシン情報の取得手順
オフラインマシン情報を取得する手順を，次の図に示します。
図 7-20

オフラインマシン情報を取得する手順

1. オフラインマシン情報取得媒体を準備する。
マネージャで，オフラインマシンからオフラインマシン情報を取得するためのオフラ
インマシン情報取得ファイルを作成します。オフラインマシン情報取得ファイルを作
成すると，同時にオフラインマシン情報取得プログラムが出力されます。
オフラインマシン情報取得媒体の準備方法については，「(2) オフラインマシン情報
取得媒体の準備」を参照してください。
2. オフラインマシン情報取得媒体をオフラインマシンへ搬送する。
オフラインマシン情報取得ファイルとオフラインマシン情報取得プログラムを，FD，
CD-R，MO などの媒体に格納してオフラインマシンへ搬送します。マネージャとオ
フラインマシンがネットワークで接続されている場合は，このファイルとプログラム
をメールに添付して搬送することもできます。
3. オフラインマシン情報を取得する。
オフラインマシンでオフラインマシン情報取得プログラムを実行すると，オフライン
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マシンのインベントリ情報と稼働情報がオフラインマシン情報ファイルに出力されま
す。
オフラインマシンでのオフラインマシン情報の取得方法については，
「(3) オフライ
ンマシンでの情報の取得」を参照してください。
4. オフラインマシン情報ファイルをマネージャに搬送する。
オフラインマシン情報ファイルを FD，CD-R，MO などの媒体に格納して，インベン
トリ情報と稼働情報を管理するマネージャに搬送します。オフラインマシンとマネー
ジャがネットワークで接続されている場合は，このファイルをメールに添付して搬送
することもできます。
5. オフラインマシン情報を入力する。
インベントリ情報と稼働情報を管理するマネージャで，オフラインマシンで取得した
オフラインマシン情報ファイルを入力します。オフラインマシンのインベントリ情報
は，すべてオフラインフォルダで管理します。
オフラインマシン情報の入力方法については，
「(4) オフラインマシン情報の入力」
を参照してください。

（2） オフラインマシン情報取得媒体の準備
オフラインマシン情報取得媒体は，インベントリ情報と稼働情報を管理するマネージャ
のリモートインストールマネージャで準備します。オフラインマシン情報取得媒体には，
次の三つのファイルを格納します。
• オフラインマシン情報取得ファイル（ファイル名：DMINV.BIN）
• オフラインマシン情報取得プログラム（ファイル名：DMINV.EXE）
• オフラインマシン情報取得プログラムのマニフェストファイル（ファイル名：
dminv.exe.MANIFEST）
オフラインマシン情報取得ファイルの作成方法を次に示します。なお，オフラインマシ
ン情報取得プログラムは，オフラインマシン情報取得ファイルと同時に作成されます。
1. ［システム構成］，
［あて先］，
［パッケージ］，
［ジョブ定義］，
［ジョブ実行状況］，
［管
理情報リスト］
，または［ディレクトリ情報］ウィンドウで，［ファイル］メニューの
［オフラインマシンの管理］から［オフラインマシン情報取得媒体作成］を選択する。
［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「取得するオフラインマシン情報」から取得したいインベントリ情報および稼働情報
を選択し，取得内容を設定する。
チェックボックスをオンにした種類のインベントリ情報および稼働情報を取得しま
す。必ず一つ以上のチェックボックスをオンにしてください。また，
「取得するオフ
ラインマシン情報」で選択した項目ごとに，取得内容を設定してください。
システム情報
オフラインマシンのシステム情報を取得します。
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図 7-21 ［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックス（システム情報）

「レジストリ取得項目を展開する」チェックボックスをオンにすると，あらかじ
め作成しておいたレジストリ取得項目をクライアントに転送し，その項目を取得
します。レジストリ取得項目の作成方法については，
「3.1.2(1) レジストリ取得
項目の作成方法」を参照してください。
インストールパッケージ情報
オフラインマシンにインストールされているソフトウェアの情報を取得します。
ソフトウェアをファイル名で検索したい場合，および Microsoft Office 製品，
ウィルス対策製品の情報を取得したい場合は，
「ソフトウェアインベントリ情報」
チェックボックスをオンにしてください。
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図 7-22 ［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックス（インストールパッ
ケージ情報）

「検索対象ソフトウェア」で選択できる検索方法の詳細については，マニュアル
「導入・設計ガイド」の「2.2.2(1) 取得できるソフトウェア情報」を参照してく
ださい。
ソフトウェアインベントリ情報
オフラインマシンにインストールされているソフトウェアをファイル名で検索し
ます。また，Microsoft Office 製品，ウィルス対策製品の情報を取得します。
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図 7-23 ［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックス（ソフトウェアイン
ベントリ情報）

「ファイルを検索」チェックボックスをオンにすると，指定した検索対象ドライ
ブ内のファイルを検索します。ただし，アクセス権のないフォルダ内の情報は取
得できません。
［ファイル検索の詳細］ボタンをクリックすると，［ファイル検索の詳細］ダイア
ログボックスが表示されます。
［ファイル検索の詳細］ダイアログボックスの詳
細については，
「3.2.2(1) ［ファイル検索の詳細］ダイアログボックス」を参照
してください。ただし，オフラインマシンからは差分の情報を取得できません。
「Microsoft Office 製品を検索」チェックボックスをオンにすると，Microsoft
Office 製品の情報を取得します。
「ウィルス対策製品を検索」チェックボックスをオンにすると，ウィルス対策製
品の情報を取得します。
なお，Microsoft Office 製品およびウィルス対策製品の情報は，オフラインマシ
ンのクライアントのバージョンが 07-52 以降の場合に取得できます。情報を取得
できる Microsoft Office 製品およびウィルス対策製品については，マニュアル
「導入・設計ガイド」の「2.2.2(1) 取得できるソフトウェア情報」を参照してく
ださい。
ユーザインベントリ情報
オフラインマシンのユーザインベントリ情報を取得します。あらかじめユーザイ
ンベントリ項目を作成しておく必要があります。
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図 7-24 ［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックス（ユーザインベント
リ情報）

ユーザインベントリ情報取得時の各設定内容については，「3.3.3

ユーザインベ

ントリ項目の配布」を参照してください。ただし，ユーザ固有資産情報の転送は
できません。
ソフトウェア稼働情報
クライアントの稼働情報を取得します。あらかじめクライアントに稼働監視ポリ
シーを適用して，抑止履歴や操作履歴などを蓄積しておく必要があります。
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図 7-25 ［オフラインマシン情報取得媒体作成］ダイアログボックス（ソフトウェア稼働
情報）

オフラインマシンでのソフトウェアの稼働監視を開始または停止する場合は，
「ソフトウェア稼働監視の制御」チェックボックスをオンにして，詳細を設定し
てください。
オフラインマシンの稼働情報を取得する場合は，
「ソフトウェア稼働情報の取得」
チェックボックスをオンにしてください。
3. インベントリ情報および稼働情報の取得内容を設定後，［OK］ボタンをクリックす
る。
取得するオフラインマシン情報を確認するダイアログが表示されます。
4. 取得するオフラインマシン情報を確認し，［はい］ボタンをクリックする。
取得するオフラインマシン情報を設定し直したい場合は，［いいえ］ボタンをクリッ
クしてください。
［はい］ボタンをクリックすると，
［フォルダの参照］ダイアログボックスが表示され
ます。
5. オフラインマシン情報取得ファイルおよびオフラインマシン情報取得プログラムを格
納するフォルダを選択し，［OK］ボタンをクリックする。
オフラインマシン情報取得媒体の作成中を示すダイアログボックスが表示され，選択
したフォルダにオフラインマシン情報取得ファイルおよびオフラインマシン情報取得
プログラムが作成されます。
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（3） オフラインマシンでの情報の取得
準備したオフラインマシン情報取得媒体を，オフラインマシン情報を取得したいオフラ
インマシンへ搬送してください。オフラインマシンでのオフラインマシン情報の取得方
法を次に示します。
1. オフラインマシンで，オフラインマシン情報取得ファイルがオフラインマシン情報取
得プログラムと同じフォルダにあることを確認し，オフラインマシン情報取得プログ
ラムを実行する。
オフラインマシン情報の取得中は，
［オフラインマシン情報の取得］ダイアログボッ
クスが表示されます。
図 7-26 ［オフラインマシン情報の取得］ダイアログボックス

オフラインマシン情報取得プログラムは，コマンド形式で実行することもできます。
オフラインマシン情報取得コマンドについては，
「(5) オフラインマシン情報の取得
コマンド（dminv コマンド）」を参照してください。
2. ユーザインベントリ情報を取得する場合は，表示される［JP1/NETM/DM ユーザ情報
設定］ダイアログボックスにユーザ情報を入力し，
［終了］ボタンをクリックする。
［キャンセル］ボタンをクリックすると，ユーザインベントリ情報を取得しません。
インベントリ情報の取得が終わると，オフラインマシン情報取得プログラムと同じ
フォルダに，オフラインマシン情報ファイル（ファイル名：ホスト識別子 .DAT）が
出力されます。なお，出力先に同じ名称のファイルがすでにある場合は，ファイルが
上書きされます。
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図 7-27

出力されたオフラインマシン情報ファイル

（4） オフラインマシン情報の入力
オフラインマシンで取得したオフラインマシン情報ファイルを，インベントリ情報およ
び稼働情報を管理するマネージャに搬送してください。マネージャでのオフラインマシ
ン情報の入力方法を次に示します。
1. ［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウで，
［ファイル］メニューか
ら［オフラインマシンの管理］−［オフラインマシン情報入力］を選択する。
［フォルダの参照］ダイアログボックスが表示されます。
2. オフラインマシン情報ファイルが格納されているフォルダを選択し，［OK］ボタンを
クリックする。
オフラインマシン情報の入力中を示すダイアログボックスが表示され，選択したフォ
ルダのオフラインマシン情報ファイルがマネージャに入力されます。
オフラインマシンから取得したインベントリ情報は，すべてオフラインフォルダで管
理されます。
図 7-28 ［システム構成］ウィンドウ
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（5） オフラインマシン情報の取得コマンド（dminv コマンド）
オフラインマシンで実行する，dminv コマンドについて説明します。
機能
オフラインマシン情報取得ファイル（ファイル名：DMINV.BIN）の内容に従って，
オフラインマシンのインベントリ情報と稼働情報を取得します。取得したオフライ
ンマシン情報は，オフラインマシン情報ファイル（ファイル名：ホスト識別子
.DAT）に出力されます。
形式
dminv.exe [/I オフラインマシン情報取得ファイルのディレクトリ]
[/O オフラインマシン情報ファイルの出力先ディレクトリ]
[/S]
オプション
• /I
オフラインマシン情報取得ファイル（ファイル名：DMINV.BIN）のディレクトリ
のフルパスを指定します。
省略した場合は，オフラインマシン情報取得プログラム（ファイル名：
DMINV.EXE）と同じディレクトリにあるオフラインマシン情報取得ファイルを
読み込みます。
• /O
取得したオフラインマシン情報ファイル（ファイル名：ホスト識別子 .DAT）の出
力先ディレクトリのフルパスを指定します。
省略した場合は，オフラインマシン情報取得プログラム（ファイル名：
DMINV.EXE）と同じディレクトリにオフラインマシン情報ファイルを出力しま
す。
• /S
オフラインマシン情報を取得している間，
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダ
イアログボックス以外のダイアログボックスを表示しません。エラーが発生した
場合はログを出力して終了します。
実行例
オフラインマシン情報取得ファイルの格納先が「C:¥Program
Files¥Hitachi¥NETMDMP¥DMPRM」，オフラインマシン情報ファイルの出力先
が「A:¥」の場合の例を次に示します。
dminv.exe /I "C:¥Program Files¥Hitachi¥NETMDMP¥DMPRM" /O "A:¥"

（6） オフラインマシン情報を取得するときの注意事項
オフラインマシンからオフラインマシン情報を取得するときの注意事項を次に示します。
（a） インベントリ情報を取得するときの注意事項
● オフラインマシンから取得したインベントリ情報を入力したあと，通常のクライアン
トからシステム情報，レジストリ情報またはソフトウェア情報を取得する場合は，
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ジョブの作成時に次のように設定してください。
• 「システム情報の取得」ジョブ作成時
［オプション］パネルで，システム情報およびレジストリ情報について「すべての情
報を取得する」を選択してください。
• 「ソフトウェア情報の取得」ジョブ作成時
［ファイル検索の詳細］ダイアログボックスで，「ソフトウェアインベントリをリフ
レッシュする」チェックボックスをオンにしてください。
● オフラインマシンでパッチ情報を検出する場合は，Administrator 権限を持つユーザ
でログオンしてください。
● インベントリ情報を取得したオフラインマシンは，プレインストール機能使用時のコ
ピー元 PC にできません。これは，インベントリ情報取得時に，そのクライアント固
有の情報が作成されるためです。そのクライアント固有の情報を削除してコピー元
PC として利用するには，クライアントのセットアップで，接続先のホスト名または
IP アドレスに「*」を設定し直してください。
● オフラインマシンのクライアントのバージョンが 07-51 以前の場合，ソフトウェアイ
ンベントリ情報の「Microsoft Office 製品を検索」チェックボックスおよび「ウィルス
対策製品を検索」チェックボックスだけをオンにしたオフラインマシン情報取得媒体
を使用したときは，システム構成情報だけが取得されます。インベントリ情報は取得
されません。
● クライアントのセットアップで，更新されたインベントリ情報を自動で配布管理シス
テムへ通知するように設定し，WUA を使用してパッチ情報を検出するクライアント
では，オフラインマシン情報取得プログラムを実行すると，処理が完了するまでに時
間が掛かる場合があります。
● オフラインマシンも，システム構成情報の自動メンテナンスの対象になります。オフ
ラインマシンのインベントリ情報は定期的に更新されないため，システム構成情報の
自動メンテナンスでシステム構成から削除されてしまうことがあります。このような
場合に備えて，オフラインマシンからインベントリ情報を取得してきた媒体を，保管
しておくことをお勧めします。または，システム構成情報を手動でメンテナンスして，
オフラインマシンが削除されないようにしてください。
（b） 稼働情報を取得するときの注意事項
● オフラインマシン情報ファイルのサイズは，クライアントから取得した情報分増加し
ます。稼働情報を取得する場合は，クライアントで蓄積された稼働情報がすべて取得
されるので，保存できる容量が多い媒体を使用することをお勧めします。例えば，操
作履歴の容量は，ファイル操作の履歴を取得する場合は，1 日に約 4 メガバイト，取
得しない場合は約 1 メガバイト増加します。
● オフラインマシンから取得した稼働情報をマネージャに入力する場合，マネージャの
セットアップの［稼働監視］パネルで設定した稼働情報の最大サイズを超えた分は切
り捨てられます。そのため，最大サイズを超える前にオフラインマシンから稼働情報
を取得することをお勧めします。稼働情報の量（ログ件数）については，マニュアル
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「導入・設計ガイド」の「2.5.7

稼働情報の保存日数の目安」を参照してください。

● オフラインマシンに適用する稼働監視ポリシーでは，「結果情報を通知する」のチェッ
クボックスをオフしてください。オフラインマシンの稼働情報がオンラインで通知さ
れた場合，そのクライアントの稼働情報はオフラインマシン情報取得媒体からイン
ポートできなくなります。
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ジョブを管理する
リモートインストールやインベントリ情報の取得などの機能を
クライアントに対して実行する場合，JP1/NETM/DM では
ジョブと呼ばれる命令を作成してクライアントに指示します。
この章では，ジョブの作成方法，管理方法について説明しま
す。

8.1 ジョブの作成，実行手順
8.2 ジョブを作成する
8.3 ジョブを実行，保存する
8.4 ジョブの実行状況を確認する
8.5 ジョブの実行結果を確認したあとの対処
8.6 ジョブを作成する画面をカスタマイズする
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8.1 ジョブの作成，実行手順
リモートインストールやリモートコレクトなどの機能を実行する場合は，リモートイン
ストールマネージャで，実行内容を指示するジョブを作成，実行します。ジョブ実行後
は，ジョブの実行状況や実行結果を確認し，実行結果に応じた対処をしてください。
ジョブの作成，実行の操作の流れを次に示します。
1. ジョブを作成する。
ジョブは，［ジョブの作成］ダイアログボックスで作成します。ジョブの名称，ジョ
ブのあて先，ジョブの実行条件などを指定します。ジョブの作成方法については，
「8.2 ジョブを作成する」を参照してください。
ジョブの作成時に使用する画面は，デフォルト値を変更したり，項目の表示順を変更
したりするなどのカスタマイズができます。カスタマイズの方法については，「8.6
ジョブを作成する画面をカスタマイズする」を参照してください。
図 8-1 ［ジョブの作成］ダイアログボックス

作成したジョブは保存できます。保存したジョブを編集して使用すれば，同じような
ジョブを何度でも簡単に実行できます。ジョブは，［ジョブ定義］ウィンドウで，
「フォルダ」という単位で保存されます。ジョブの保存方法については，
「8.3 ジョ
ブを実行，保存する」を参照してください。
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図 8-2 ［ジョブ定義］ウィンドウ

2. ジョブを実行する。
ジョブ作成時の指定で，ジョブ作成後，すぐに実行するか，日時を指定して実行する
ことができます。ジョブの実行タイミングは，
［スケジュール］パネルで設定できま
す。
図 8-3 ［スケジュール］パネル

ジョブの実行方法については，
「8.3.1 ジョブの実行と保存」を参照してください。
クライアントのインベントリ情報を取得するジョブの場合，クライアントで定期的に
実行させる実行間隔を設定できます（ジョブの定期実行）
。定期的なインベントリ情
報の取得については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「2.2.5 インベントリ情報
の取得方法」を参照してください。
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3. 実行結果を確認する。
ジョブの実行状況や実行結果は，［ジョブ実行状況］ウィンドウで確認できます。
［ジョブ実行状況］ウィンドウでは，実行したジョブの状況が，フォルダやジョブご
とに階層的に表示されます。左枠にはフォルダやジョブなどの階層構造が，右枠には
左枠で選択した階層内の情報（実行状況や実行状態など）が表示されます。ジョブの
実行結果の確認方法については，「8.4

ジョブの実行状況を確認する」を参照してく

ださい。
図 8-4 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

4. 実行結果に応じて対処する。
［ジョブ実行状況］ウィンドウでジョブの実行結果を確認し，正常にジョブが終了し
た場合は，そのジョブを削除してください。正常にジョブが終了しなかった場合は，
そのあて先に再度ジョブを実行する必要があります。ジョブの再実行は，［ジョブの
再実行］ダイアログボックスで指示できます。
図 8-5 ［ジョブの再実行］ダイアログボックス

また，中継システムに障害が発生したため，配下のクライアントでジョブが実行でき
ない場合は，別の中継システムを使用してジョブを実行することもできます。分割配
布中のジョブがある場合は，転送していない残りのパッケージを一括して転送するこ
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とで，分割配布を強制的に完了することもできます。
このような，ジョブの削除や再実行といった対処の方法については，
「8.5 ジョブの
実行結果を確認したあとの対処」を参照してください。
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8.2 ジョブを作成する
ジョブを作成するときは，まず，［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスでジョブ
種別を指定します。次に，［ジョブの作成］ダイアログボックスでそのほかの詳細な情報
を設定します。

8.2.1 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスの表示
方法
ジョブ種別は，［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスで指定します。
図 8-6 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックス

［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスの表示方法は，リモートインストールマ
ネージャのどのウィンドウからジョブを作成するかによって異なります。

（1）［ジョブ定義］ウィンドウでジョブを作成する場合
［ファイル］−［ジョブ定義の新規作成］を選択します。

（2）［あて先］，［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンド
ウでジョブを作成する場合
［実行］−［ジョブの実行］を選択するか，またはジョブの作成ボタンをクリックしま
す。

（3）［パッケージ］ウィンドウでジョブを作成する場合
［パッケージ］ウィンドウでは，
［実行］−［ジョブの実行］を選択する（またはジョブ
の作成ボタンをクリックする）ことで，次に示すジョブだけを作成できます。
• パッケージのインストール
• 中継システムまでのパッケージ転送
• クライアントユーザによるインストール
なお，このとき，あらかじめジョブの実行対象となるホストまたはパッケージを選択し
ておくと，あとで表示される［ジョブの作成］ダイアログボックスに，その情報が設定
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されます。
また，「パッケージのインストール」，
「中継システムまでのパッケージ転送」または「ク
ライアントユーザによるインストール」ジョブを作成する場合は，ドラッグ & ドロップ
の操作でも［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスを表示できます。この場合も，
あとで表示される［ジョブの作成］ダイアログボックスに，選択したホストおよびパッ
ケージの情報が設定されます。ドラッグ & ドロップでの操作を次に示します。
1. パッケージ（またはキャビネット）のアイコンを，
［パッケージ］ウィンドウからド
ラッグする。
キャビネットを選択したときは，キャビネット内のすべてのパッケージが対象になり
ます。
2. ［あて先］，
［システム構成］または［ディレクトリ情報］ウィンドウ上の，ホストの
アイコンにドロップする。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されます。

8.2.2 ［ジョブの作成］ダイアログボックスに表示されるパ
ネル
ジョブ種別ごとに，
［ジョブの作成］ダイアログボックスに表示されるパネルの一覧を次
の表に示します。
表 8-1 ［ジョブの作成］ダイアログボックスに表示されるパネル
項
番

ジョブ種別

パネルの種類

ジ
ョ
ブ

あ
て
先

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジョ
ブの
配布
属性

コレ
クト
ファ
イル

オプ
ショ
ン

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

クラ
イア
ント
制御

通知
する
メッ
セー
ジ

稼働監
視ポリ
シー

1

パッケージの
インストール

○

○

○

○

−

−

○

○

−

−

2

中継システム
までのパッ
ケージ転送

○

○

○

○

−

−

○

○

−

−

3

中継システム
のパッケージ
一括削除

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

4

リモートコレ
クト

○

○

−

−

○

−

○

○

−

−

5

中継までのリ
モートコレク
ト

○

○

−

−

○

−

○

○

−

−
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項
番

ジョブ種別

パネルの種類

ジ
ョ
ブ

あ
て
先

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジョ
ブの
配布
属性

コレ
クト
ファ
イル

オプ
ショ
ン

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

クラ
イア
ント
制御

通知
する
メッ
セー
ジ

稼働監
視ポリ
シー

6

中継サーバか
らのコレクト
ファイル収集

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

7

中継サーバの
コレクトファ
イル削除

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

8

クライアント
ユーザによる
インストール

○

○

○

○

−

−

○

○

−

−

9

システム情報
の取得

○

○

−

−

−

○

○

○

−

−

10

ソフトウェア
情報の取得

○

○

−

−

−

○

○

○

−

−

11

ユーザインベ
ントリ情報の
取得

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

12

レジストリ取
得項目の転送

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

13

ユーザインベ
ントリ情報の
転送

○

○

−

−

−

○

○

○

−

−

14

システム構成
情報の取得

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

15

中継サーバか
らの結果通知
保留

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

16

中継サーバの
結果通知の保
留解除

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

17

ファイル転送
の中断

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

18

ファイル転送
の再開

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

19

メッセージの
通知

○

○

−

−

−

−

○

○

○

−

20

ソフトウェア
稼働監視の制
御

○

○

−

−

−

−

○

○

−

○
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項
番

21

ジョブ種別

ソフトウェア
稼働情報の取
得

パネルの種類

ジ
ョ
ブ

あ
て
先

パ
ッ
ケ
ー
ジ

ジョ
ブの
配布
属性

コレ
クト
ファ
イル

オプ
ショ
ン

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

クラ
イア
ント
制御

通知
する
メッ
セー
ジ

稼働監
視ポリ
シー

○

○

−

−

−

−

○

○

−

−

（凡例）○：表示される

−：表示されない

各パネルの設定方法の参照先を次に示します。
●［ジョブ］パネル
［ジョブ］パネルの設定方法については，
「8.2.3 ［ジョブ］パネルの設定」を参照し
てください。
●［あて先］パネル
［あて先］パネルの設定方法については，
「8.2.4 ［あて先］パネルの設定」を参照し
てください。
●［パッケージ］パネル
［パッケージ］パネルの設定方法については，
「2.3.2 ［パッケージ］パネルの設定」
を参照してください。
●［ジョブの配布属性］パネル
［ジョブの配布属性］パネルの設定方法については，
「2.3.3 ［ジョブの配布属性］パ
ネルの設定」を参照してください。
●［コレクトファイル］パネル
［コレクトファイル］パネルの設定方法については，
「5.1.1 リモートコレクトの実
行」を参照してください。
●［オプション］パネル
「システム情報の取得」ジョブを作成するときの設定方法については，
「3.1.3 ［オプ
ション］パネルの設定」を参照してください。
「ソフトウェア情報の取得」ジョブを作成するときの設定方法については，
「3.2.2
［オプション］パネルの設定」を参照してください。
「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブを作成するときの設定方法については，
「3.3.3(2) ［オプション］パネルの設定」を参照してください。
●［スケジュール］パネル
［スケジュール］パネルの設定方法については，
「8.2.5 ［スケジュール］パネルの設
定」を参照してください。
●［クライアント制御］パネル
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［クライアント制御］パネルの設定方法については，「8.2.6 ［クライアント制御］パ
ネルの設定」を参照してください。
●［通知するメッセージ］パネル
［通知するメッセージ］パネルの設定方法については，「8.2.7 ［通知するメッセージ］
パネルの設定」を参照してください。
●［稼働監視ポリシー］パネル
［稼働監視ポリシー］パネルの設定方法については，「8.2.8 ［稼働監視ポリシー］パ
ネルの設定」を参照してください。

8.2.3 ［ジョブ］パネルの設定
［ジョブ］パネルでは，ジョブ種別を確認し，ジョブ名を設定します。
図 8-7 ［ジョブ］パネル

ジョブ名（必ず設定）
ジョブ名には，デフォルトで「ジョブ種別年 _ 月 _ 日 _ 時 _ 分秒」が表示されてい
ますが，管理しやすい名称に変更することもできます。
ジョブ種別の部分はジョブによって異なり，例えばパッケージのリモートインス
トールのときは「リモートインストール」が付けられます。
デフォルトのジョブ名を変更するときは，半角で 32 文字（全角で 16 文字）までの
名称をユニークに設定します。ジョブ名を指定するときは，次の点に注意してくだ
さい。
• 次に示す記号とスペースは使用できません。
「¥」「/」
「*」
「"」
「:」
「'」
「!」「|」「.」
「<」「>」「?」
• 大文字と小文字は区別されません。
ジョブ種別
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスで指定したジョブ種別が表示されま
す。変更はできません。
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8.2.4 ［あて先］パネルの設定
［あて先］パネルでは，ジョブの実行対象となるホストやグループを設定します。
図 8-8 ［あて先］パネル

まず，あて先の属性を選択してから，
［追加］ボタンをクリックしてあて先を追加してく
ださい。「あて先」欄に，ジョブの実行対象として設定したホスト，グループ，ID，
Active Directory で管理している組織単位（OU），またはコンピュータが表示されます。
一度設定したあて先を削除したり，あて先の経路を変更したりすることもできます。な
お，JP1/NETM/DM Client（中継システム）の配布管理システムからは，一つ下の階層
までしかジョブを実行できません。
あて先の属性，あて先の追加方法，および経路の変更方法について次に示します。

（1） あて先の属性
［あて先］パネルであて先を設定する場合，まずあて先の属性を選択します。あて先の属
性には，次の 4 種類があります。
• あて先グループ
• ID
• 全あて先
• ディレクトリ情報
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（a） あて先グループ
ジョブのあて先として，あて先グループ，特定のホスト（中継マネージャ，中継システ
ム，クライアント）またはディレクトリ情報を指定したい場合に選択します。ID が設定
されているジョブのあて先の属性を「あて先グループ」に変更すると，ID を管理してい
る中継マネージャおよび中継システム，または ID に登録されているクライアントをあて
先としたジョブが登録されます。なお，あて先にオフラインマシンまたはオフライン
フォルダを指定しても，指定したオフラインマシンまたはオフラインフォルダに対して
は，ジョブが作成されません。
あて先グループまたはホストを指定した場合，ジョブの種類によってジョブが実行され
るホストが異なります。次に，指定するあて先とジョブ種別の関係を示します。
表 8-2 指定するあて先とジョブ種別の関係
項
番

ジョブ種別

指定するあて先

クライア
ント

中継シス
テム

中継マ
ネージャ

あて先グ
ループ

1

パッケージのインストール

○

○

○

◎

2

中継システムまでのパッケージ転送

×

○

○

△

3

中継システムのパッケージ一括削除

×

○

○

△

4

リモートコレクト

○

○

○

◎

5

中継までのリモートコレクト

○

○

○

◎

6

中継サーバからのコレクトファイル収集

×

○

○

△

7

中継サーバのコレクトファイル削除

×

○

○

△

8

クライアントユーザによるインストール

○

○

○

◎

9

システム情報の取得

○

○

○

◎

10

ソフトウェア情報の取得

○

○

○

◎

11

ユーザインベントリ情報の取得

○

○

○

◎

12

レジストリ取得項目の転送

○

○

○

◎

13

ユーザインベントリ情報の転送

○

○

○

◎

14

システム構成情報の取得

×

○※ 1

○

×

15

中継サーバからの結果通知保留

×

○

○

△

16

中継サーバの結果通知の保留解除

×

○

○

△

17

ファイル転送の中断

×

○

18

ファイル転送の再開

×

19

メッセージの通知

20
21
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※2

※3

△※ 2

○※ 2

○※ 3

△※ 2

○※ 4

○※ 4

○※ 4

◎※ 4

ソフトウェア稼働監視の制御

○※ 4

○※ 4

○※ 4

◎※ 4

ソフトウェア稼働情報の取得

○※ 4

○※ 4

○※ 4

◎※ 4

○
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（凡例）
○：指定したホストでジョブが実行されます。
×：指定したホストではジョブが実行されません。
△：指定したあて先グループに属する中継システムでジョブが実行されます。
また，指定したあて先グループの下位のあて先グループに属する中継システムでもジョブが実
行されます。
◎：指定したあて先グループに属するすべてのホストでジョブが実行されます。
また，指定したあて先グループの下位のあて先グループに属するすべてのホストでもジョブが
実行されます。
注※ 1
バージョンが 05-21 以降の中継システムの場合だけ実行されます。
注※ 2
Windows 版の中継システムで，バージョンが 06-72 以降の場合だけ実行されます。
注※ 3
中継マネージャが Windows 版 JP1/NETM/DM Manager で，バージョンが 07-00 以降の場合だ
け実行されます。
注※ 4
あて先が Windows 版 JP1/NETM/DM で，バージョンが 07-50 以降の場合だけ実行されます。

（b） ID
ジョブのあて先として ID を指定する場合に選択します。あて先に ID を指定すると，ID
に属しているクライアントに対してジョブが実行されます。
新規に追加されるクライアントに対してジョブを実行したい場合は，あて先に ID を指定
すると便利です。ID 管理中継にジョブが保管されていれば，クライアントが ID に登録
されると，そのクライアントに対して自動的にジョブが実行されます。
あて先の属性に「ID」を指定できるジョブ種別を次に示します。
• パッケージのインストール
• クライアントユーザによるインストール
• システム情報の取得
• ソフトウェア情報の取得
• ユーザインベントリ情報の取得
• レジストリ取得項目の転送
• ユーザインベントリ情報の転送（ユーザインベントリ項目の配布だけ）
• メッセージの通知
• ソフトウェア稼働監視の制御
• ソフトウェア稼働情報の取得
なお，経路を含む ID 管理中継を指定する場合，あて先として複数の ID を指定しないで
ください。
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（c） 全あて先
中継マネージャの配下にあるすべてのホストに対してジョブを実行したい場合に選択し
ます。
あて先の属性に「全あて先」を選択した場合は，あて先として中継マネージャ（または
中継マネージャだけをグループ化したあて先グループ）だけが指定できます。全あて先
を指定したジョブは，中継マネージャの配下にあるすべてのホストに対して実行されま
す。
あて先の属性に「全あて先」を指定できるジョブ種別を次に示します。
• パッケージのインストール
• クライアントユーザによるインストール
• システム情報の取得
• ソフトウェア情報の取得
• ユーザインベントリ情報の取得
• レジストリ取得項目の転送
• ユーザインベントリ情報の転送（ユーザインベントリ項目の配布だけ）
• メッセージの通知
• ソフトウェア稼働監視の制御
• ソフトウェア稼働情報の取得
（d） ディレクトリ情報
ジョブのあて先として Active Directory の組織単位（OU）またはコンピュータを指定し
たい場合に選択します。あて先に「ディレクトリ情報」を指定すると，Active Directory
の組織単位（OU）またはコンピュータが選択できます。
あて先の属性に「ディレクトリ情報」を指定できるジョブ種別を次に示します。
• パッケージのインストール
• リモートコレクト
• クライアントユーザによるインストール
• システム情報の取得
• ソフトウェア情報の取得
• ユーザインベントリ情報の取得
• レジストリ取得項目の転送
• ユーザインベントリ情報の転送
• メッセージの通知
• ソフトウェア稼働監視の制御
• ソフトウェア稼働情報の取得
上記以外のジョブ種別を選択した場合，あて先が指定されていない状態でジョブ実行ダ
イアログが起動されます。
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（2） あて先の追加方法
［あて先］パネル上であて先を追加する方法を次に示します。
1. ［あて先］パネルで，追加するあて先の属性を選択し，［追加］ボタンをクリックす
る。
［あて先の追加］ダイアログボックスが表示されます。［あて先の追加］ダイアログ
ボックスは，見やすいサイズに変更できます。サイズを変更した場合，次回から変更
したサイズで表示されます。
図 8-9 ［あて先の追加］ダイアログボックス

「追加元」，
「グループ / 中継名」を選択すると表示される「あて先 / クライアント」の
一覧から，
「あて先」に追加するホストを選択します。
追加元
［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウのうち，ど
のウィンドウの情報を利用してあて先を追加するかを選択します。
グループ / 中継名
「追加元」で「システム構成」を選択した場合は，中継マネージャおよび中継シ
ステムが階層構造で表示されます。「あて先」を選択した場合は，あて先グルー
プまたは ID が表示されます。「ディレクトリ情報」を選択した場合は，Active
Directory の組織単位（OU）が階層構造で表示されます。
あて先 / クライアント
「追加元」で「システム構成」または「あて先」を選択した場合は，
「グループ /
中継名」で選択した中継マネージャ，中継システム，またはあて先グループに含
まれるホストの一覧が表示されます。ネットワークの直下のクライアントは，
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「グループ / 中継名」で「ネットワーク」をクリックすると表示されます。
「追加元」で「ディレクトリ情報」を選択した場合は，「グループ / 中継名」で選
択した Active Directory の組織単位（OU）に含まれるコンピュータの一覧が表
示されます。
あて先入力
［システム構成］ウィンドウにないホストを追加する場合に，ホストまでの経路
を設定します。経路は，
「ホスト名 1! ホスト名 2! ホスト名 3・・・」のようにホ
ストを「!」で区切って設定します。ホスト名の指定方法は，マニュアル「構築ガ
イド」の「8.1.2

JP1/NETM/DM でのホスト名の付け方」を参照してください。

あて先として中継システムを指定するジョブで，あて先の経路を指定する場合
は，次に示すとおり経路とあて先の両方に中継システムの名称を指定してくださ
い。
（例）
中継システム（dmp500）−中継システム（dmp300）という構成で，dmp300 を
あて先として指定する場合
dmp500!dmp300!dmp300
ID を入力する場合は，ID の先頭に「%」を付けます。あて先グループは指定で
きません。なお，中継システムで管理している ID を指定する場合は，ID の数は
一つだけにしてください。
（例）
中継システム（dmp500）−中継システム（dmp300）という構成で，dmp300 で
管理している ID（ID01）を設定する場合
dmp500!dmp300!%ID01
JP1/NETM/DM が管理している ID（IDSERVER）を設定する場合
%IDSERVER
2. 左側の欄で，あて先として追加するホスト，あて先グループ，ID，またはディレクト
リ情報を選択し，［>］ボタンをクリックする。
選択した項目が，右側の「あて先」欄に追加されます。このとき［>>］ボタンをク
リックすると，「あて先 / クライアント」欄に表示されているすべてのホストまたはコ
ンピュータが「あて先」欄に追加されます。
設定した項目を「あて先」欄から削除したい場合は［<］ボタンをクリックします。
「追加元」で「ディレクトリ情報」を選択した場合は，
「グループ / 中継名」で選択し
た Active Directory の組織単位（OU）を［>>］ボタンであて先に追加できます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
［あて先の追加］ダイアログボックスが閉じ，設定したあて先が［あて先］パネルの
「あて先」欄に表示されます。
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（3） 経路の変更方法
［あて先］パネルで［経路変更］ボタンをクリックすると，ジョブの実行経路を変更でき
ます。障害が発生した中継システムを避け，別の中継システムを経由してジョブを実行
するなどの運用ができます。
経路を変更する場合，次の点に注意してください。
• 中継マネージャ，および中継マネージャ配下の中継システムまたはクライアントは経
路を変更できません。
• ジョブのあて先があて先グループ，ID または Active Directory の組織単位（OU）の
場合，経路変更はできません。
• クライアントユーザによるインストールジョブで経路を変更すると，ジョブの実行結
果が実行待ち状態のままになることがあります。この場合，クライアントユーザによ
るインストールが行われる中継システムまたはクライアントの接続先ホストを，変更
した経路で示す上位ホストへ設定し直してください。
•［クライアント制御］パネルの「クライアントを起動させる」は使用できません。
経路を変更する方法を次に示します。
1. ［あて先］パネルで経路を変更するあて先を選択し，［経路変更］ボタンをクリックす
る。
［ジョブあて先経路変更］ダイアログボックスが表示されます。［あて先］パネルで選
択したあて先，およびすべての中継システムが［システム構成］ウィンドウで定義し
た経路で表示されます。
図 8-10 ［ジョブあて先経路変更］ダイアログボックス
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2. 経路を変更する中継システムを選択して，［変更］
，［移動］または［追加］ボタンを
クリックする。
［変更］ボタン
［変更中継の候補一覧］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスで指定した中継システム下に，
［ジョブあて先経路変更］ダイアログ
ボックスで指定した中継システムの配下のクライアントが移動されます。
［追加］ボタン
［追加中継の候補一覧］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスで指定した中継システムおよび配下のクライアントが，
［ジョブあて先
経路変更］ダイアログボックスで指定した中継システム下に移動されます。
［移動］ボタン
［移動先中継の候補一覧］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ
ボックスで指定した中継システム下に，
［ジョブあて先経路変更］ダイアログ
ボックスで指定した中継システムおよびクライアントが移動されます。
［リセット］ボタン
［ジョブあて先経路変更］ダイアログボックスの中継システムおよび配下のクラ
イアントが，並びを変更する前の状態に戻します。
経路変更ウィンドウ内のクライアントや中継システムは，マウスのドラッグ & ドロッ
プ操作で移動することもできます。また，アイコンの名称部分をクリックし，直接名
称を入力して変更することもできます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブあて先経路変更］ダイアログボックスが閉じ，変更した経路が［あて先］パ
ネルに表示されます。

（4） あて先を設定するときの注意事項
あて先を設定するときの注意事項を次に示します。
（a） あて先の長さの制限
あて先の長さが 256 文字以上のジョブは，
［ジョブ実行状況］ウィンドウにジョブの実行
状況が表示されません。あて先は，255 文字以下の長さで指定してください。
（b） あて先属性の変更について
• すでにあて先グループが設定されているジョブのあて先の属性を「ID」に変更する
と，ID 以外のあて先は削除されます。逆に，ID が設定されているジョブのあて先の
属性を「あて先グループ」に変更すると，ID を管理している中継システム，または
ID に登録されているクライアントをあて先としたジョブが登録されます。
•「ディレクトリ情報」は，ほかのあて先属性と混在できません。そのため，すでにあて
先が設定されている場合，あて先の属性を「ディレクトリ情報」から「ディレクトリ
情報」以外に変更，または「ディレクトリ情報」以外から「ディレクトリ情報」に変
更すると，設定されていたあて先は削除されます。
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（c） 存在しないあて先を指定したジョブの扱い
存在しないあて先を設定したジョブは作成しないでください。このようなジョブを実行
すると，リモートインストールマネージャの動作が遅くなるなどの影響を与えることが
あります。
設定したあて先に存在しないあて先が含まれているときは，存在するあて先だけを対象
にしてジョブが実行されます。なお，存在しないあて先に対するジョブの実行後の状態
は，セットアップ時の設定（JP1/NETM/DM Manager または JP1/NETM/DM Client
（中継システム）の［運用キー］パネル）によって異なります。「アドレス解決できない
あて先へのジョブ」の項目の設定が「エラーとする」の場合は「エラー」
，「エラーとし
ない」の場合は「実行待ち」となります。
（d） UNIX の中継システムに対するジョブの実行
UNIX の中継システムに対して「パッケージのインストール」および「システム情報の
取得」ジョブを実行する場合は，システム構成で，UNIX の中継システム下に同一ホス
ト名のクライアントを定義しておく必要があります。あて先には，このクライアントを
指定してください。
（e） 中継マネージャの名称を指定する場合
中継マネージャの名称を直接入力する，または中継マネージャを経由するあて先の経路
を指定するときは，ノード識別キーに関係なく，中継マネージャの名称を必ずホスト名
で指定してください。
（f） ホスト識別子を使用している場合
セットアップの［運用キー］パネルで，アドレス解決の方法を「JP1/NETM/DM のシス
テム構成を使用する」に設定している場合，ジョブ実行時に，以下の方法であて先を指
定すると，あて先に対するジョブ実行要求の送信ができません。しかし，あて先からの
ポーリングによって，ジョブは実行されます。
•［あて先の追加］ダイアログボックスの「あて先入力」で，あて先を指定。
• 経路変更をして，あて先を指定。

8.2.5 ［スケジュール］パネルの設定
［スケジュール］パネルでは，配布管理システムおよびクライアントでのジョブ実行日時
を設定します。
なお，設定した実行日時は 1 分間隔で監視されるため，ジョブの実行は最大で 1 分遅延
する場合があります。
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図 8-11 ［スケジュール］パネル

（1） 配布管理システムでのジョブ実行日時の指定
配布管理システム側でジョブをすぐに実行するか，日時を指定して実行するかを選択し
ます。
即時実行
ジョブをすぐに実行します。
日時を指定して実行
指定した日時にジョブを実行します。ジョブの登録日時，および実行期限も指定で
きます。日時を指定する際，
「年」には西暦の下 2 けたを指定してください。
なお，
「日時を指定して実行」を設定したジョブを保存した場合，保存されたジョブ
の実行日時の設定は「即時実行」に変更されます。
登録日時
配布管理システムにジョブを登録する日時を指定します。登録日時を指定する
場合は，チェックボックスをオンにしてください。
多数のジョブを同一の実行日時でスケジュールすると，配布管理システムに一
時的に負荷が掛かり，ジョブを実行する時刻が遅れることがあります。登録日
時を指定することで，ジョブを実行する時刻が遅れることを回避できます。
なお，登録日時は，JP1/NETM/DM Manager でだけ指定できます。
実行日時
ジョブを実行する日時を指定します。
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実行期限
指定した実行日時に実行されなかったジョブの，実行期限を指定します。実行
期限を指定する場合は，チェックボックスをオンにしてください。
通常，実行日時になったジョブは実行されますが，指定した日時に配布管理シ
ステムが起動していなかったときなどは，ジョブが実行されません。実行され
なかったジョブは，次回の配布管理システムの起動時に，実行期限が過ぎてい
なければ実行され，実行期限が過ぎていれば実行期限を過ぎたジョブとして実
行されないで残ります。実行期限を過ぎて残っているジョブは，確認後，削除
してください。
なお，配布管理システムで実行日時を指定してジョブを実行した場合，そのジョブの実
行日時より前に次に示す操作をしないでください。ジョブが実行できなくなりジョブ定
義が削除されます。
• ジョブ名の変更
• あて先またはパッケージをすべて削除
• 転送項目となるユーザインベントリ項目，レジストリ取得項目，またはソフトウェア
稼働監視ポリシーを削除

（2） クライアントでのジョブ実行日時の設定
クライアント側でジョブを実行する日時を設定します。クライアントでのジョブ実行日
時を設定できるのは，次のジョブだけです。
• システム情報の取得
• ソフトウェア情報の取得
• ユーザインベントリ情報の取得
「ソフトウェア情報の取得」ジョブの場合，クライアントがジョブを保留またはキャンセ
ルするおそれがあります。クライアントに保留やキャンセルをさせないためには，クラ
イアントでのジョブの実行日時を設定してください。
次に，クライアントでのジョブ実行日時の設定方法を示します。
1. ［スケジュール］パネルの［詳細設定］ボタンをクリックする。
［実行日時の詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボック
スで，クライアントでのジョブの実行間隔または実行日時と，実行タイミングを設定
できます。
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図 8-12 ［実行日時の詳細設定］ダイアログボックス

実行間隔を設定する
クライアント側でジョブを実行する間隔を設定します。
「毎日実行」，
「毎週実行」
または「毎月実行」を設定できます。なお，実行日時を設定した場合は，実行間
隔を設定できません。
エンドユーザが変更時，サーバ側に即時に反映する
「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブの場合に，「実行間隔を設定する」を選
択すると設定できます。このチェックボックスをオンにすると，クライアントで
ユーザインベントリ情報が更新された時点で，配布管理システムへも変更内容が
反映されます。デフォルトは，チェックボックスがオフです。
なお，
「ジョブ実行時，情報に変更がないとサーバ側に反映しない」チェック
ボックスがオンの場合，
「エンドユーザが変更時，サーバ側に即時に反映する」
チェックボックスはオンにできません。
ジョブ実行時，情報に変更がないとサーバ側に反映しない
「ユーザインベントリ情報の取得」ジョブの場合に，「実行間隔を設定する」を選
択すると設定できます。このチェックボックスをオンにすると，初回のジョブ実
行時はすべてのユーザインベントリ情報を配布管理システムへ通知します。2 回
目以降のジョブ実行時は，ユーザインベントリ情報に変更があった場合だけ全情
報を通知し，変更がない場合は通知しません。したがって，ネットワークの負荷
が軽減できます。デフォルトは，チェックボックスがオフです。
なお，
「エンドユーザが変更時，サーバ側に即時に反映する」チェックボックス
がオンの場合，
「ジョブ実行時，情報に変更がないとサーバ側に反映しない」
チェックボックスはオンにできません。
実行日時を設定する
クライアント側でジョブを実行する日時を設定します。
「年」には西暦の下 2 け
たを設定してください。
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なお，実行間隔を設定した場合，実行日時は設定できません。また，UNIX のク
ライアントに対しては，ジョブの実行日時を設定しても無視されます。
実行タイミングの設定
クライアント側でジョブを実行するタイミングを設定します。
システム稼働中実行
クライアントのシステム稼働中にジョブが実行されます。ジョブの実行間隔また
は実行日時を設定している場合は，設定した日時にジョブが実行されます。ただ
し，設定した日時にクライアントが起動していない場合は，次回のシステム起動
時にジョブが実行されます。
システム起動時実行
クライアントのシステム起動時にジョブが実行されます。ジョブの実行間隔また
は実行日時を設定している場合は，設定した日時以降の最初のシステム起動時に
ジョブが実行されます。
システム停止時実行
クライアントのシステム終了時にジョブが実行されます。ジョブの実行間隔を設
定している場合は，設定した日時以降の最初のシステム終了時にジョブが実行さ
れます。
なお，この項目は，UNIX のクライアントへジョブを実行する場合に設定できま
す。Windows のクライアントへのジョブに設定した場合は，ジョブの実行結果
がエラーになります。
2. ［OK］ボタンをクリックする。
設定した値が保存されて，
［スケジュール］パネルに戻ります。

8.2.6 ［クライアント制御］パネルの設定
［クライアント制御］パネルでは，ジョブのあて先の PC が起動されていない場合，起動
してジョブを実行させる設定ができます。あて先の PC を起動したあと，シャットダウ
ンさせる指定もできます。
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図 8-13 ［クライアント制御］パネル

クライアントを起動させる
あて先の PC が起動されていない場合，PC を起動させてからジョブを実行します。
起動の対象は，ジョブのあて先として指定された，ID，あて先グループ，および全
あて先の PC です。したがって，あて先の途中に中継するシステムが起動していな
い場合などは，ジョブの転送はそこで止まります。
ジョブ実行後クライアントをシャットダウンさせる
あて先の PC を起動したあと，シャットダウンさせたい場合に指定します。
なお，JP1/NETM/DM Client をリモートインストールする場合は，この項目を設定
しないでください。リモートインストールが正常に完了しないときがあります。

8.2.7 ［通知するメッセージ］パネルの設定
［通知するメッセージ］パネルでは，ジョブのあて先で表示されるメッセージのアイコ
ン，タイトル，ファイル形式，およびメッセージ本文を設定します。
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図 8-14 ［通知するメッセージ］パネル

（1） アイコン
ジョブのあて先で表示されるメッセージウィンドウの，タイトルバーのアイコンを選択
します。「情報」，
「注意」，
「警告」の中から，メッセージの内容に合わせて適切なアイコ
ンを選択してください。デフォルトでは「情報」が選択されています。
アイコンの使用例を次に示します。
アイコン

意味

使用例

（情報）

情報を通知する

システムのメンテナンス予定日を連絡したい場合

（注意）

危険度の低い情報を通知し，
注意を促す

ソフトウェアのライセンスの期限が迫っているこ
とを注意させたい場合

（警告）

危険度の高い情報を通知し，
警告を与える

OS にセキュリティパッチが適用されていないた
め，至急，パッチを適用させたい場合

（2） タイトル
ジョブのあて先で表示されるメッセージウィンドウのタイトルを，半角で 64 文字（全角
で 32 文字）以内で指定します。タイトルは必ず指定してください。デフォルトでは何も
指定されていません。
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（3） 形式
クライアントで表示されるメッセージのファイル形式を指定します。ファイル形式は，
テキスト形式または HTML 形式から選択できます。デフォルトではテキスト形式が指定
されています。

（4） 本文
ジョブのあて先で表示されるメッセージの本文を，半角で 65,536 文字（全角で 32,768
文字）以内で指定します。メッセージの本文は必ず指定してください。デフォルトでは
何も指定されていません。
テキスト形式の場合は，メッセージの本文に URL やメールアドレスを指定すると，ジョ
ブのあて先では，URL やメールアドレスの文字列にリンクが設定されます。HTML 形式
の場合は，メッセージの本文に直接指定した URL やメールアドレスのリンクは設定され
ません。リンクタグを設定することで，リンクを設定できます。リンク部分をクリック
することで，既定のブラウザまたはメーラーが起動されます。ただし，URL やメールア
ドレスの前後に半角文字または半角記号を指定すると，その文字または記号までリンク
が設定されることがあるので注意してください。
［読み込み］ボタン
［JP1/NETM/DM メッセージの読み込み］ダイアログボックスが表示されます。こ
のダイアログボックスで選択したテキスト形式または HTML 形式のファイルから
メッセージ本文を読み込めます。読み込むファイルがテキスト形式または HTML 形
式のファイルであれば，拡張子に制限はありません。
なお，読み込んだファイルの文字数が本文に指定できる文字数の制限を超える場合
は，制限内の文字列だけが読み込まれます。
［プレビュー］ボタン
［通知するメッセージ］パネルで設定した内容に従って，メッセージダイアログボッ
クスがデフォルトのサイズで表示されます。メッセージダイアログボックスがジョ
ブのあて先でどのように表示されるかを確認できます。表示されるダイアログボッ
クスの形式については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「2.13.3(1) 表示され
るメッセージの確認」を参照してください。
なお，テキスト形式のファイルを読み込んだ場合は，
［プレビュー］ボタンをクリッ
クして表示されたメッセージダイアログボックスでは，リンクが設定された文字列
をクリックしても，ブラウザまたはメーラーが起動されません。
HTML 形式のファイルを読み込んだ場合は，リンクが設定された文字列をクリック
すると，デフォルトで設定されたブラウザが起動して表示されます。

（5）［通知するメッセージ］パネルの設定時の注意事項
［通知するメッセージ］パネルの設定時の注意事項を次に示します。
● 画像ファイルは通知できません。
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● バージョンが 08-02 以前のクライアントに HTML 形式のメッセージを通知した場合，
本文中の HTML のタグがテキスト形式の文字列として表示されます。また，HTML
のタグを含めて半角で 65,000 文字（全角で 32,500 文字）を超える場合，クライアン
トには何も表示されない場合があります。

8.2.8 ［稼働監視ポリシー］パネルの設定
［稼働監視ポリシー］パネルでは，ジョブのあて先に対して，ソフトウェアの稼働監視の
開始，変更，または停止を指示します。開始または変更する場合は，適用する稼働監視
ポリシーを選択します。
図 8-15 ［稼働監視ポリシー］パネル

ソフトウェア稼働監視の開始 / 変更
ジョブのあて先に，ソフトウェアの稼働監視の開始または変更を指示する場合に選
択します。
ソフトウェア稼働監視ポリシー
ソフトウェアの稼働監視を開始または変更する場合に，ジョブのあて先に適用
する稼働監視ポリシーを選択します。
［ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集］
ダイアログボックスで作成した稼働監視ポリシーを選択できます。
ソフトウェア稼働監視の停止
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ジョブのあて先に，ソフトウェアの稼働監視の停止を指示する場合に選択します。
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8.3 ジョブを実行，保存する
ジョブは，次の 3 とおりの方法で実行します。
● ジョブ作成後そのまま実行する。
● ジョブ作成後に一度保存してから実行する。
● 特定のあて先を検索して実行する。
また，ジョブを保存することで，ジョブを確認，修正，および実行できます。保存した
ジョブを修正して実行したり，ジョブを編集して何度も再利用したりできます。
ここでは，ジョブの実行方法に加え，保存したジョブの管理方法について説明します。

8.3.1 ジョブの実行と保存
作成したあとすぐにジョブを実行する方法と，保存してからジョブを実行する方法につ
いて説明します。また，特定のあて先を検索してジョブを実行する方法についても説明
します。

（1） 作成後すぐに実行する
［ジョブの作成］ダイアログボックスで作成したジョブを，そのまま実行する方法を次に
示します。
1. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで［実行］ボタンをクリックする。
ジョブが実行され，
［ジョブの作成］ダイアログボックスが閉じます。
なお，日時を指定してジョブを実行する場合は，いったんジョブを保存する必要があり
ます。

（2） 保存後に実行する
ジョブは，フォルダという単位でリモートインストールマネージャの［ジョブ定義］
ウィンドウに保存されます。作成したジョブを保存してから実行する方法について説明
します。
（a） ジョブの保存
ジョブはリモートインストールマネージャの［ジョブ定義］ウィンドウに保存します。
次に，ジョブの保存方法を示します。
1. ［ジョブの作成］ダイアログボックスで［保存］または［保存 & 実行］ボタンをク
リックする。
［ジョブの保存］ダイアログボックスが表示されます。［ジョブの保存］ダイアログ
ボックスは，見やすいサイズに変更できます。サイズを変更した場合，次回から変更
したサイズで表示されます。
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図 8-16 ［ジョブの保存］ダイアログボックス

2. ジョブを保存するフォルダを指定して，［OK］ボタンをクリックする。
選択したフォルダにジョブが保存されます。
手順 1. で［保存 & 実行］ボタンをクリックした場合は，保存すると同時にジョブが
実行されます。
（b） 保存したジョブの実行
保存したジョブは，リモートインストールマネージャの［ジョブ定義］ウィンドウで，
確認および実行できます。
図 8-17 ［ジョブ定義］ウィンドウ

［ジョブ定義］ウィンドウで選択したジョブを実行する方法を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで，実行するジョブを選択する。
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選択したジョブが反転表示されます。
2. ［実行］−［ジョブの実行］を選択する。
ジョブが実行されます。次のどちらかの方法でジョブを実行することもできます。
•［ジョブ実行］ボタンをクリックする。
•［F5］キーを押す。
［F5］キーを押した場合，ジョブを実行するかどうかを確認するダイアログボックス
が表示されます。確認ダイアログボックスの「以後，確認メッセージを表示しない」
チェックボックスをオンにしてジョブを実行すると，次回以降［F5］キーを押したと
きに，確認ダイアログボックスは表示されません。確認ダイアログボックスを再度表
示させたい場合は，
［Ctrl］＋［F5］キーを押してジョブを実行してください。
なお，ジョブ作成時に［スケジュール］パネルで「日時を指定して実行」を設定した
ジョブは，ジョブの保存時に，実行日時の設定が「即時実行」に変更されています。

（3） 特定のあて先を検索して実行する
JP1/NETM/DM Manager の［システム構成］または［あて先］ウィンドウから特定のあ
て先を検索し，ジョブを実行する方法を次に示します。IP アドレス，あて先名，あて先
グループ名，ID 名などによる検索に加えて，ホストの登録日やインベントリ情報の最終
更新日などの日付による検索ができます。また，あるホストでジョブのエラーが発生し
たとき，そのホストを検索し，リモートコントロール機能を使って接続して，エラーの
原因を調査することもできます。
［システム構成］または［あて先］ウィンドウで，それぞれ実行できる検索方法を次に示
します。
ウィンドウ

名称による検索

日付による検索

重複ホストの検索

［システム構成］ウィン
ドウ

○

○

○

［あて先］ウィンドウ

○

×

×

（凡例）○：検索できる

×：検索できない

（a） 名称による検索
IP アドレス，あて先名，あて先グループ名，ID 名などの名称をキーにあて先を検索し，
ジョブを実行する方法を説明します。
1. ［システム構成］または［あて先］ウィンドウの［オプション］−［検索］を選択す
る。
［検索］ダイアログボックスが表示されます。［システム構成］ウィンドウから表示し
た場合と［あて先］ウィンドウから表示した場合とで，ダイアログボックスの表示項
目は異なります。
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図 8-18 ［あて先］ウィンドウから表示した場合の［検索］ダイアログボックス

あて先（［あて先］ウィンドウから表示した場合だけ）
あて先名を検索対象とする場合に指定します。
あて先グループと ID（［あて先］ウィンドウから表示した場合だけ）
あて先グループ名と ID 名を検索対象とする場合に指定します。
検索文字列
検索文字列を最大 64 バイトで指定します。ただし，次に示す記号および半角ス
ペースは指定できません。
「¥」「/」「*」「"」「:」「!」「|」
「<」
「>」
「?」「%」「@」「'」
指定した文字列を含むあて先が検索されます。
ホスト名を検索
ホスト名をキーにして検索する場合に選択します。
［検索］ダイアログボックスを［あて先］ウィンドウから表示した場合，検索対
象に「あて先グループと ID」を選択しているときは，非活性になります。
IP アドレスを検索
IP アドレスをキーにして検索する場合に選択します。
［検索］ダイアログボックスを［あて先］ウィンドウから表示した場合，検索対
象に「あて先グループと ID」を選択しているときは，非活性になります。
完全に一致するものだけを検索
指定した検索文字列と完全に一致するものだけを検索したい場合に，チェック
ボックスをオンにします。
大文字と小文字を区別する
大文字と小文字を区別して検索したい場合に，チェックボックスをオンにしま
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す。ただし，リレーショナルデータベースに Microsoft SQL Server を使用し，
Microsoft SQL Server の並べ替え順の設定で「大文字小文字を区別しない」を選
択している場合，ここで，「大文字と小文字を区別する」をオンにしても無効に
なります。
2. 検索条件を設定し，
［検索］ボタンをクリックする。
検索が開始され，下部の「検索結果」リストに，検索結果が表示されます。
［検索］ダイアログボックスは，見やすいサイズに変更できます。
3. 「検索結果」リストで，ジョブを実行したいあて先を右クリックし，［ジョブの実行］
メニューを選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されますので，選択したあて先
に対して，ジョブを実行できます。
（b） 日付による検索
ホストをマネージャまたは中継マネージャへ初めて登録した日や，インベントリ情報の
最終更新日などの日付でホストを検索し，ジョブを実行する方法を説明します。日付に
よる検索の詳細は，マニュアル「構築ガイド」の「9.1.2
および「9.1.6

日付によるホストの検索方法」

システム構成情報の手動メンテナンスの例」を参照してください。

1. ［システム構成］ウィンドウの［オプション］−［検索］を選択する。
［検索］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［日付による検索］タブを選択する。
図 8-19 ［日付による検索］パネル

3. 検索するホストの種類を選択する。
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一定期間内に作成されたホスト
「日付指定」で指定した期間内に，新規に追加されたホストを検索します。
一定期間内にインベントリ情報が更新されたホスト
「日付指定」で指定した期間内に，インベントリ情報が更新されているホストを
検索します。
一定期間内にインベントリ情報が更新されなかったホスト
「日付指定」で指定した期間内に，インベントリ情報が更新されていないホスト
を検索します。
4. 「一定期間内にインベントリ情報が更新されたホスト」または「一定期間内にインベ
ントリ情報が更新されなかったホスト」を選択した場合は，検索対象となるインベン
トリ情報の種類を選択する。
システム情報
「システム情報の取得」ジョブで情報を取得した最終日時を検索します。
ユーザインベントリ情報
ユーザインベントリ情報が更新された最終日時を検索します。
インストールパッケージ情報
「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「JP1/NETM/DM でインストールしたソフ
トウェアを検索」
，「すべてのソフトウェアを検索」
，または「アプリケーション
の追加と削除のソフトウェアを検索」でソフトウェア情報を取得した最終日時を
検索します。
ソフトウェアインベントリ情報
「ソフトウェア情報の取得」ジョブの「ファイルを検索」，
「Microsoft Office 製品
を検索」
，または「ウィルス対策製品を検索」でソフトウェア情報を取得した最
終日時を検索します。
ソフトウェア稼働監視情報
ソフトウェアの稼働状況を監視して，抑止履歴または操作履歴が更新された最終
日時を検索します。
組み合わせ
インベントリ情報の種類を複数選択した場合は，それらの条件を「すべて」満た
すものを検索するのか，
「いずれか」を満たしているものを検索するのかを指定
します。
5. 検索する日付の範囲を指定する。
範囲指定
検索する日付範囲の開始日と終了日の両方，またはどちらか一方を指定します。
入力形式は YY/MM/DD で，YY は西暦下 2 けたを，MM は月を，DD は日を表
します。検索できる日付の範囲は 1971 年 1 月 1 日〜 2037 年 12 月 31 日です。
なお，開始日または終了日のどちらか一方だけを指定する場合は，指定しない方
のチェックボックスをオフにしておきます。
過去 n か月間
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現在の日付から何か月前までを検索範囲にするのかを指定します。指定できる月
数は 1 〜 999 です。ただし，指定した月数が，検索可能範囲である 1971 年 1 月
1 日以前になる場合は，1971 年 1 月 1 日から現在の日付までが，検索範囲にな
ります。
過去 n 日間
現在の日付から何日前までを検索範囲にするのかを指定します。指定できる日数
は 1 〜 999 です。ただし，指定した日数が，検索可能範囲である 1971 年 1 月 1
日以前になる場合は，1971 年 1 月 1 日から現在の日付までが，検索範囲になり
ます。
インベントリ情報を取得していないホストも検索する
インベントリ情報を一度も取得していないホストも，検索対象に加えます。この
項目を選択できるのは，「一定期間内にインベントリ情報が更新されたホスト」
を選択した場合だけです。
6. 検索条件を設定し終わったら，
［日付検索］ボタンをクリックする。
検索が開始され，下部の「検索結果」リストに，検索結果が表示されます。
［検索］ダイアログボックスは，見やすいサイズに変更できます。
7. 「検索結果」リストで，ジョブを実行したいホストを右クリックし，［ジョブの実行］
メニューを選択する。
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスが表示されますので，選択したホスト
に対して，ジョブを実行できます。
（c） リモートコントロール機能を利用する
特定のホストを検索し，リモートコントロール機能を使って接続する方法を説明します。
これによって，あるホストでジョブのエラーが発生したとき，エラーの原因を容易に調
査できます。
1. ［システム構成］または［あて先］ウィンドウの［オプション］−［検索］を選択す
る。
［検索］ダイアログボックスが表示されます。
2. あて先を検索する。
検索方法については，
「(a) 名称による検索」および「(b)

日付による検索」を参照

してください。
3. 「検索結果」リストで任意のあて先を右クリックし，［リモートコントロールマネー
ジャの起動］メニューを選択する。
リモートコントロールマネージャが起動します。
次の場合は，
［リモートコントロールマネージャの起動］ダイアログボックスが表示
されますので，操作 4 を行ってください。
• 複数のホストを選択した場合
• ID 名とあて先グループ名で検索し，その検索結果に属するホストが複数存在する
場合
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図 8-20 ［リモートコントロールマネージャの起動］ダイアログボックス

4. リモートコントロールマネージャを起動するホストを選択し，［起動］ボタンをク
リックする。
選択したホストに対し，リモートコントロールマネージャが起動します。
なお，リモートインストールマネージャを使用している PC で，運用キーをホスト名に
している場合は，次の点に注意してください。
● ホスト名を選択して接続する場合は，リモートインストールマネージャを使用してい
る PC で，アドレス解決できている必要があります。
● 選択したホストが 1 台の場合で，そのホストの IP アドレスの情報があるときは，ホ
スト名と IP アドレスのどちらかを選択して接続できます。ただし，接続先の IP アド
レスが動的に変化する環境では，IP アドレスを選択しても，意図した PC に接続でき
ないことがあります。

8.3.2

保存したジョブおよびフォルダの管理

ここでは，フォルダの作成方法と，保存したジョブおよびフォルダを編集する方法につ
いて説明します。

（1） フォルダの作成
フォルダは，ジョブの種類ごとに作成すると，ジョブの管理がしやすくなります。フォ
ルダは階層構成にして作成できます。作成できるフォルダの階層は 4 階層までです。
フォルダの作成方法を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウをアクティブにし，
［ファイル］−［フォルダの新規作成］
を選択する（または，フォルダの作成ボタンをクリックする）。
［フォルダの作成］ダイアログボックスが表示されます。
2. フォルダ名を入力する。
フォルダの名称をユニークに設定します。半角で 32 文字（全角で 16 文字）までの
フォルダ名が設定できます。フォルダ名を設定するときは，次の点に注意してくださ
い。
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• 次に示す記号とスペースは使用できません。
「¥」
「/」「*」
「"」「:」
「'」「!」
「|」「.」
「<」「>」「?」
• 大文字と小文字は区別されません。
3. 項目を設定後，
［終了］ボタンをクリックする。
設定を保存して［フォルダの作成］ダイアログボックスが閉じます。
このとき［追加］ボタンをクリックすると，続けてフォルダを追加できます。

（2） フォルダ名またはジョブ名の変更
一度設定したフォルダ名やジョブ名を変更する手順を次に示します。
なお，ジョブの実行前にフォルダ名やジョブ名を変更した場合，スケジュール中のジョ
ブが無効になりますので注意してください。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウをアクティブにし，名称を変更するフォルダ，またはジョ
ブを選択する。
選択したフォルダ，またはジョブが反転表示されます。
2. ［ファイル］−［名前の変更］を選択する。
［名前の変更］ダイアログボックスが表示されます。
3. 名称を設定後，
［OK］ボタンをクリックする。
設定した名称に変更されます。

（3） 保存したジョブの修正
ジョブは，保存後もあて先や，ジョブの実行日時・実行期限などの内容を変更できます。
保存したジョブを修正する方法を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで修正するジョブを選択し，［編集］−［ジョブ定義の編
集］を選択する（または選択したジョブをダブルクリックする）
。
［ジョブの編集］ダイアログボックスが表示されます。
このダイアログボックスでは，
［ジョブの作成］ダイアログボックスと同様の操作で
ジョブの定義内容を変更できます。
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図 8-21 ［ジョブの編集］ダイアログボックス

2. 定義内容を変更後，保存，または実行する。

（4） フォルダ，ジョブの削除
フォルダ，またはジョブを削除する方法を次に示します。一度削除すると，元に戻すこ
とはできません。フォルダを削除したときは，フォルダ内のジョブおよび下位のフォル
ダも削除されます。
（a） 削除方法
1. ［ジョブ定義］ウィンドウをアクティブにし，削除するフォルダ，またはジョブを選
択する。
選択したフォルダ，またはジョブが反転表示されます。
2. ［編集］−［削除］を選択する。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。［キャンセル］ボタンをクリッ
クすると，削除しないでダイアログボックスを閉じます。
（b） フォルダまたはジョブを削除するときの注意事項
［スケジュール］パネルで実行日時を設定したジョブは，
［ジョブ定義］および［ジョブ
実行状況］ウィンドウの両方に表示されます。設定した日時以前に，このジョブを削除
する場合，［ジョブ定義］ウィンドウだけでなく，
［ジョブ実行状況］ウィンドウからも
削除する必要があります。［ジョブ定義］ウィンドウからだけ削除すると，ジョブの定義
が削除されるため，設定した実行日時にエラーになります。
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8.4 ジョブの実行状況を確認する
ジョブの実行状況は，
［ジョブ実行状況］ウィンドウで確認できます。この節では，ジョ
ブの実行状況の確認方法について説明します。確認後に必要な作業については，
「8.5
ジョブの実行結果を確認したあとの対処」を参照してください。

8.4.1 ジョブの実行状況を確認するときの設定
ジョブの実行状況を確認するときには，次に示す項目を設定してください。

（1） 記録する実行結果の設定
終了したジョブの実行結果が大量に残っていると，リモートインストールマネージャの
動作が遅くなったりする場合があります。そのため，終了したジョブの実行結果は，確
認が必要な実行状態のものだけ記録しておくことをお勧めします。記録する実行結果は，
JP1/NETM/DM Manager のセットアップの［結果記録オプション］パネルで，ジョブの
あて先の属性ごとに設定できます。
（a） 通常のジョブの場合
通常のジョブ（あて先が ID でも全あて先でもないジョブ）の場合，
「エラー」，
「インス
トール拒否」，
「正常終了」の実行状態の中から，配布管理システムに記録しておく状態
を選択できます。
なお，次に示すジョブの場合，この設定は無効になり，すべての実行状態が配布管理シ
ステムに記録されます。
•「クライアントユーザによるインストール」ジョブ
•「システム情報の取得」ジョブのうち，クライアントでの実行日時が指定されたジョブ
•「ソフトウェア情報の取得」ジョブのうち，クライアントでの実行日時が指定された
ジョブ
（b） ID ジョブの場合
ID ジョブの場合，「エラー」
，「完了」
，「インストール拒否」
，「正常終了」の実行状態の
中から，配布管理システムに記録しておく状態を選択できます。
なお，中継システムが管理する ID に属しているクライアントのジョブは，すべてのジョ
ブ種別でこの設定が有効になります。また，配布管理システムが管理する ID に属してい
るクライアントで，
「(a) 通常のジョブの場合」で示すジョブの場合は，この設定が無効
になり，すべての実行状態が配布管理システムに記録されます。
（c） 全あて先ジョブの場合
全あて先ジョブの場合，
「エラー」，
「インストール拒否」，
「正常終了」の実行状態の中か
ら，配布管理システムに記録しておく状態を選択できます。
なお，次に示すジョブの場合，この設定は無効になり，すべての実行状態が配布管理シ
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ステムに記録されます。
•「クライアントユーザによるインストール」ジョブ
•「システム情報の取得」ジョブのうち，クライアントでの実行日時が指定されたジョブ
•「ソフトウェア情報の取得」ジョブのうち，クライアントでの実行日時が指定された
ジョブ

（2） 実行状況の監視間隔の設定
ジョブの実行状況は，一定の間隔で配布管理システムが監視しています。ジョブ実行状
況の監視間隔は，［ジョブの環境設定］ダイアログボックスで設定できます。
ジョブの監視間隔を短く設定すると，負荷が大きくなりほかのアプリケーションの動作
に影響を与えることがあります。JP1/NETM/DM Manager では 30 分〜 1 時間の間，
JP1/NETM/DM Client（中継システム）では，数 10 分〜数時間に設定してください。
［ジョブの環境設定］ダイアログボックスは，
［ジョブ実行状況］ウィンドウで，［オプ
ション］−［ジョブ］を選択すると表示されます。
図 8-22 ［ジョブの環境設定］ダイアログボックス

ジョブの監視
ジョブの監視間隔を設定します。
「監視する」チェックボックスがオンのときに，
ジョブ実行状況を監視します。ジョブの監視間隔は，1 秒〜 10 日 23 時間 59 分 59
秒の間で設定できます。デフォルトでは，チェックボックスがオンにされ，監視間
隔は 15 分に設定されます。
ジョブの監視時間を設定すると，
［ジョブ実行状況］ウィンドウでは，監視時間が過
ぎるたびに，ウィンドウの左枠で選択中の項目，および右枠の全項目の状態が更新
されます。ジョブの監視時間を設定していない場合，またはジョブの監視時間外に，
情報を更新したい場合は，
［ジョブ実行状況］ウィンドウの左枠で，状態を表示させ
たい項目の一つ上の階層をダブルクリックして，再表示してください。
クライアントの部分読み込み
ジョブ実行状況ウィンドウでは，表示するジョブの対象になるホスト台数の読み込
みデータ量を管理できます。
• ウィンドウのサイズに合わせる
ウィンドウに表示できるホスト数の約 2 倍のデータ量を一度に読み込みます。読
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み込まれなかったデータについては，次回垂直スクロールバーを操作した時点で，
新たに読み込まれます。
• 読み込み数を指定する
1 〜 2,147,483,647 で指定してください。画面に表示できるホスト数に関係なく，
指定したホスト数を表示する時点で読み込みます。数百台〜数千台のホストに対
して実行されたジョブの結果を見る場合などは，このオプションを指定して読み
込むデータ量を制限してください。ただし，指定したホスト数がウィンドウに表
示できるホスト数の 2 倍よりも少ない場合は，ウィンドウに表示できるホスト数
の約 2 倍のデータ量を読み込みます。

8.4.2 ジョブの実行状況を確認するときの注意事項
ジョブの実行状況を確認するときの注意事項を次に示します。

（1） 中継システムからの結果通知の保留
配布管理システムからジョブを実行すると，クライアントでは，実行結果を自動的に上
位システムに通知します。中継システムを経由したジョブの場合，中継システムが，配
下のクライアントでの実行結果と自 PC での実行結果とをまとめて上位システムに通知
します。
しかし，ネットワークが混み合っているときに，中継システムからジョブの実行結果が
通知されてくると，ネットワークに掛かる負荷が大きくなってしまいます。このような
場合は，中継システムからの結果の通知を一時的に中断させることができます。結果通
知を中断させるには，あて先として中継システムを指定した「中継サーバからの結果通
知保留」ジョブを実行します。また中断している結果通知を再開させるには，同様に
「中継サーバの結果通知の保留解除」ジョブを実行します。
現在中継システムからの結果報告が中断されているかどうかは，
［システム構成］ウィン
ドウまたは［あて先］ウィンドウで中継システムを選択し，
［属性］パネルで確認できま
す。
なお，通知保留状態となっている中継システムが ID 管理中継の場合，その ID を指定し
たジョブの実行結果も中継システム上で保留されます。

（2） ジョブを実行しているホストの表示が消えた場合
［ジョブ実行状況］ウィンドウから，ジョブを実行しているホストの表示が消えた場合，
中継システムのリモートインストールマネージャ側で，中継中のジョブを削除している
ことがあります。

（3） 中継システムを経由したジョブの実行状況が変わらない場合
次に示すジョブは，中継システムと下位システムの間でファイルの転送が完了するまで，
マネージャのリモートインストールマネージャでは実行状況が変わりません。
• パッケージの分割配布を指定したジョブ※
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• 経由した中継システムで，下位システムの起動失敗となったジョブ
注※

中継システムのセットアップの［上位通知］パネルで，「下位システムへのパッ

ケージの分割配布の実行状況を上位システムに通知する」チェックボックスをオンにし
た場合，実行状況は変わります。
これらのジョブの実行状況（転送がどれくらい完了したのか）を知りたい場合は，中継
システムのリモートインストールマネージャで確認してください。

（4） JP1/NETM/Asset Information Manager からソフトウェアを配布した
場合
JP1/NETM/Asset Information Manager の操作画面からクライアントへソフトウェアを
配布した場合，［ジョブ実行状況］ウィンドウに JP1/NETM/Asset Information
Manager のセットアップで指定した名称のフォルダが作成され，その下に JP1/NETM/
Asset Information Manager から実行されたジョブが表示されます。
このフォルダにジョブを格納すると，JP1/NETM/Asset Information Manager の操作画
面に実行状況が表示されます。

（5） JP1/NETM/Client Security Control でメッセージを通知した場合
JP1/NETM/Client Security Control からクライアントへメッセージを通知した場合，
［ジョブ実行状況］ウィンドウに「CSCSendMessage」という名称のフォルダが作成さ
れ，その下に JP1/NETM/Client Security Control から実行された「メッセージの通知」
ジョブが表示されます。
このフォルダに格納される JP1/NETM/Client Security Control からの「メッセージの通
知」ジョブは，正常終了時に自動的に削除できます。自動的に削除する方法については，
マニュアル「構築ガイド」の「4.2.16 ［JP1/NETM/CSC 連携］パネル」を参照してく
ださい。

8.4.3 ［ジョブ実行状況］ウィンドウで表示される項目
［ジョブ実行状況］ウィンドウで表示される項目について説明します。

（1） 表示項目
［ジョブ実行状況］ウィンドウでは，次の情報が表示されます。

492

8. ジョブを管理する

図 8-23 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

実行状況
現在のジョブの実行状況が，百分率（%）で表示されます。配布管理システムとク
ライアントの間に中継システムが一つある構成の場合，中継システムまでジョブが
転送されると，50% と表示されます。中継システムが複数ある場合は，中継システ
ムの数に応じて表示される値は変化します。
ジョブの実行状況は次のように変化します。
0%
配布管理システムでジョブが作成されましたが，転送していません。
20%
配布管理システムからジョブの転送を開始しました。なお，分割配布のジョブ
の場合は，分割配布の進行の割合によって表示が小刻みに進みます。
50%
中継システムまでジョブが転送されています。中継システムがない構成では，
この値は表示されません。なお，分割配布のジョブの場合，中継システムの
セットアップの［上位通知］パネルで，
「下位システムへのパッケージの分割配
布の実行状況を上位システムに通知する」チェックボックスをオンにしている
と，分割配布の進行の割合によって表示が小刻みに進みます。
70%
クライアントシステムへジョブが転送され，実行待ちの状態になっています。
クライアントシステムに転送された直後に実行されるジョブの場合，この値は
表示されません。
100%
ジョブの処理が完了しました。
実行状態
現在のジョブの状態が表示されます。ジョブの実行状態については，「(3)(a)

ジョ

ブの実行状態の種類」を参照してください。
完了 / エラー / 拒否 / 総数
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ジョブの完了数，エラー数，拒否数および総数が表示されます。
進行度
ジョブの経路と，どの経路まで処理を終了したかが表示されます。青色で表示され
た経路は処理を終了したことを示し，黒色で表示された経路はまだ処理を終了して
いないことを示します。
予定日時
ジョブを実行する予定の日時が表示されます。
実行期限
ジョブを実行する期限が表示されます。
実行日時
ジョブを実行した日時が表示されます。
インストール予定日時
パッケージをインストールする予定の日時が表示されます。

（2） 実行状況を示す色
ジョブの実行状況は色分けして表示されます。表示される色と，対応する実行状況を次
に示します。
緑色
正常終了したジョブです。
白色
実行中，またはクライアントが起動していないために実行されていないジョブです。
黄色
クライアントシステムでユーザのログオンが必要なジョブ，システム起動時インス
トールが指定され，インストール待ちの状態であるジョブ，またはリモートコレク
ト時収集待ちの状態であるジョブです。
明るい灰色
「クライアントユーザによるインストール」ジョブで，クライアントシステムがイン
ストールを拒否したジョブです。
暗い灰色
ジョブの実行が中断されているジョブです。
赤色
エラーが発生したジョブです。
マゼンタ色
ファイル転送時に通信エラーが発生したジョブです。ID 管理中継とクライアント間
の通信エラーについては表示されません。
通信エラーの状態になるのは次に示すジョブだけです。
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• パッケージのインストール
• クライアントユーザによるインストール
• 中継までのパッケージ転送
• レジストリ取得項目の転送
• システム情報の取得
• 中継サーバからのコレクトファイル収集
• システム構成情報の取得
• 中継サーバからの結果通知保留
• 中継サーバの結果通知の保留解除
• メッセージの通知
• ソフトウェア稼働監視の制御
ただし，通信エラーのジョブを監視するには配布管理システム側のセットアップで
の設定が必要です。設定方法については，マニュアル「構築ガイド」の「4.2 サー
バをセットアップする」および「5. JP1/NETM/DM Client（中継システム）を
セットアップする」を参照してください。
オリーブ色
中継するシステムまたはクライアントで削除中のジョブです。デフォルトでは表示
されません。
削除中のジョブを表示する方法については，「8.4.4(6)

削除中のジョブを表示する」

を参照してください。
一つのジョブに複数の実行状況があるときは，最も悪い状況の色で表示されます。例え
ば，一つのジョブで複数のパッケージをリモートインストールした場合，実行状況が
パッケージによって正常終了，実行中，エラーの三つの状態になったときは，表示され
る色は赤色になります。

（3） ジョブの実行状態
［ジョブ実行状況］ウィンドウに表示されるジョブの進行度や色，または実行状態から
ジョブの実行状況の遷移を確認する方法について説明します。
なお，ID ジョブの実行状況の遷移を確認する方法については「8.4.5 ID ジョブの実行
状況の表示方法」を，また，全あて先ジョブの実行状況の遷移を確認する方法について
は「8.4.6

全あて先ジョブの実行状況の表示方法」を，それぞれ参照してください。

（a） ジョブの実行状態の種類
［ジョブ実行状況］ウィンドウで表示されるジョブの実行状態の種類を次の表に示しま
す。
表 8-3 ジョブの実行状態の種類
ジョブの実行
状態
実行待ち

実行状
況

実行状況を示
す色

0%

白色

意味

ジョブが作成されたが，配布管理システムで転送待ちと
なっている。
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ジョブの実行
状態

実行状
況

実行状況を示
す色

意味

実行中

20% 〜
70%

白色

クライアントシステムへジョブを転送中，またはジョブを
実行中。

起動失敗※ 1

0% 〜
50%

白色

ジョブを転送しようとしたが中継システムまたはクライア
ントが起動していない，またはクライアントが非常駐であ
る。

中断中

20% 〜
70%

暗い灰色

中断指示が出ているため，ジョブの実行を中断している。

再開中

20% 〜
70%

白色

再開指示が出ているため，ジョブの実行を再開している。

インストール
／収集待ち

70%

黄色

クライアントシステム側で，リモートインストール待ちま
たは収集待ちとなっている，またはジョブが保留されてい
る。

インストール
拒否

70%

明るい灰色

クライアントユーザによるインストールジョブで，クライ
アントシステムのパッケージセットアップマネージャが
パッケージのインストール情報を削除している。

正常終了※ 2

100%

緑色

正常に実行が終了している。

0%

赤色

実行時にエラーが発生した，またはクライアント側でジョ
ブがキャンセルされた。

0% 〜
70%

マゼンタ色

ファイルの転送時に通信エラーが発生している。

なし

オリーブ色

中継するシステムまたはクライアントでジョブを削除中。

エラー
通信エラー
削除中

注※ 1
起動失敗要因を細分化するよう設定している場合，次のように表示されます。
• JP1/NETM/DM が停止しているため起動失敗したとき：「起動失敗（JP1/NETM/
DM 停止状態）」
• PC の電源がオフであるため起動失敗したとき：
「起動失敗（電源オフ）」
• 上記以外の要因（ネットワーク障害など）で起動失敗したとき：
「起動失敗」
なお，起動確認用のパケットが消失したときには，
「起動失敗（電源オフ）」と表示
されます。
注※ 2
ジョブ種別が「パッケージのインストール」の場合，次のように表示されます。
• パッケージのインストールが実行されたとき：
「正常終了」
• パッケージが配布済みでインストールが実行されなかったとき：
「正常終了（配布
済み）
」
（b） ジョブの実行状態の遷移
ジョブの実行状態は，ジョブの実行状況に応じて変化します。ジョブの実行状態の遷移
を次に示します。
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図 8-24

ジョブの実行状態の遷移

（4） ジョブの実行状況の遷移例
次に，システム起動時にパッケージをインストールするジョブの実行状況の遷移例を示
します。
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表 8-4 実行状況の遷移例（パッケージのインストールジョブ）
ジョブの実行状況

ジョブ実行状況ウィンドウに
表示される項目
ジョブの
進行度

ジョブ
の色

ジョブが作成され，配布管理システムで転送待ちとなっている

0%

白色

実行待ち

ジョブの転送が開始された

20%

白色

実行中

中継システムから中断指示が出された

50%

暗い
灰色

中断中

中継システムからジョブの再開が指示された

50%

白色

実行中

ジョブを転送しようとしたが，クライアントが起動していない

50%

白色

起動失敗

クライアントにジョブが転送された

70%

黄色

インストール /
収集待ち

クライアントが起動され，ジョブの実行が開始された

70%

黄色

実行中

ジョブがエラーになった

0%

赤色

エラー

100%

緑色

正常終了

ジョブの実行が正常に終了した

実行状態

（5） 中継するシステムで表示される上位システムのジョブ
上位の配布管理システムで作成したジョブが自システムを経由して実行される場合，中
継マネージャまたは中継システムでは，上位の配布管理システムの名称でフォルダが作
成され，フォルダの下位に実行中のジョブが表示されます。
図 8-25 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

上位の配布管理システムのジョブは，ジョブが完了した時点で自動的に削除されます。

498

8. ジョブを管理する

8.4.4 ジョブの実行状況の表示方法
ウィンドウで階層ごとに表示させるほかに，階層下のすべてのジョブまたはジョブの詳
細を一度に表示させることもできます。ジョブまたはジョブの詳細を一度に表示させる
ことで，複数のフォルダがあるときなどに，効率良く実行状況を表示できます。次に，
それぞれの表示方法を説明します。
• 階層ごとの情報を表示する。
• 階層下のすべてのジョブを表示する。
• 階層下のすべてのジョブの詳細情報を表示する。
• 表示する日時項目を選択する。
• 条件を指定して情報の表示順序を変える。
• 削除中のジョブを表示する。
なお，ID ジョブの実行状況の表示方法については「8.4.5 ID ジョブの実行状況の表示
方法」を，また，全あて先ジョブの実行状況の表示方法については「8.4.6

全あて先

ジョブの実行状況の表示方法」を，それぞれ参照してください。

（1） 階層ごとの情報を表示する
選択した階層内の情報を表示する方法を次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［指定された情報のみ表示］を選択する。
2. 情報を表示させる階層を選択する。
選択した階層内の情報が表示されます。
図 8-26 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（階層ごとの情報を表示する）

（2） 階層下のすべてのジョブを表示する
選択した階層下のすべてのジョブを表示する方法を次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［すべてのジョブの表示］を選択する。
2. 情報を表示させる階層を選択する。
選択した階層下のすべてのジョブが表示されます。
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図 8-27 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（階層下のすべてのジョブを表示する）

ジョブの情報として，次の項目が表示されます。
ジョブ
ジョブの名称が表示されます。
実行日時
ジョブを実行した日時が表示されます。
実行状態
ジョブの実行状態が表示されます。
予定日時
ジョブを実行する予定の日時が表示されます。
実行期限
ジョブの実行期限が表示されます。
なお，ウィンドウの右枠でジョブを選択後，［表示］−［ジョブの詳細情報の表示］を選
択（またはジョブをダブルクリック）すると，［ジョブ情報］ダイアログボックスが表示
されます。
図 8-28 ［ジョブ情報］ダイアログボックス
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［ジョブ情報］ダイアログボックスには，次の項目が表示されます。
ジョブ名
ジョブの名称が表示されます。
日時項目
ジョブに設定された日時に関する情報が表示されます。
ジョブ実行日時
ジョブを実行した日時が表示されます。
ジョブ実行予定
ジョブを実行する予定の日時が表示されます。
ジョブ実行期限
ジョブを実行する期限が表示されます。
ジョブ詳細実行状態
ジョブの詳細な実行状態ごとに，該当する数が表示されます。［合計］には，該当す
る数を合計した数が表示されます。

（3） 階層下のすべてのジョブの詳細情報を表示する
選択した階層下のすべてのジョブの詳細を表示する方法を次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［すべてのジョブ詳細の表示］を選択す
る。
2. 情報を表示させる階層を選択する。
選択した階層下のすべてのジョブの詳細が表示されます。
図 8-29 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（階層下のすべてのジョブの詳細情報を表示す
る）

ジョブの詳細情報として，次の項目が表示されます。
なお，リモートコレクト時には，リモートコレクトしたファイルのパス（ファイルを格
納したディレクトリやファイルの名称）が，ジョブの詳細に表示されます。アーカイブ
されたファイルを復元するときは，ファイルのパスを確認後，アンアーカイバを使用し
てください。
ジョブ
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ジョブの名称が表示されます。
あて先名
ジョブの実行対象となるホストの名称が表示されます。
パッケージ名
ジョブの実行対象となるパッケージの名称が表示されます。
パッケージ識別 ID
ジョブの実行対象となるパッケージの識別 ID が表示されます。
バージョン
ジョブの実行対象となるパッケージのバージョンが表示されます。
世代番号
ジョブの実行対象となるパッケージの世代番号が表示されます。
実行日時
ジョブを実行した日時が表示されます。
実行状態
ジョブの実行状態が表示されます。
組込みタイミング
パッケージをインストールするタイミングが表示されます。
上記の項目以外に，パッケージについての詳細やジョブのエラー原因，保守コードなど
のさらに詳細な情報を表示することもできます。表示方法を次に示します。
1. ウィンドウの右枠でジョブの詳細を選択後，［表示］−［ジョブの詳細情報の表示］
を選択する（またはジョブの詳細をダブルクリックする）。
［詳細情報］ダイアログボックスが表示されます。
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図 8-30 ［詳細情報］ダイアログボックス

パッケージ情報
パッケージ名，パッケージ識別 ID，パッケージの保管期限など，パッケージに関す
る情報が表示されます。
詳細情報
ジョブ種別，ジョブの実行経路，保守コードなど，ジョブに関する情報が表示され
ます。また，「説明」の欄に，ジョブのエラー要因等が表示されます。保守コードの
詳細については，マニュアル「運用ガイド 2」の「5.2.3 保守コード一覧」を参照
してください。
なお，「エラー関数」に「UNIX」と表示されている場合，
「エラー理由」に表示され
る番号は，UNIX のクライアントである NETM/DM/W Version 3.0 から通知された
メッセージ ID です。
分割配布情報
分割配布のパッケージの場合に活性化されます。パッケージの分割サイズ，転送休
止時間および分割配布状況が表示されます。
分割配布状況は，
「転送済みサイズ / 全体サイズ（単位：キロバイト）
」で表示されま
す。
転送済みサイズは中継システムを経由するたびにリセットされ，0 から表示されま
す。
［クライアント結果］ボタン
ジョブの実行状態ごとに該当するクライアントの数が表示されます。
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（4） 表示する日時項目を選択する
表示する日時項目を指定して表示する方法を次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［表示情報の設定］を選択する。
［表示する項目の設定］ダイアログボックスが表示されます。
図 8-31 ［表示する項目の設定］ダイアログボックス

ダイアログボックスに表示される項目を次に示します。
表示する日時項目の種類
表示する日時の項目を設定します。チェックボックスをオンにした項目について
表示します。
予定日時
ジョブを実行する予定の日時を表示します。
実行期限
ジョブを実行する期限を表示します。
実行日時
ジョブを実行した日時を表示します。
インストール予定日時
パッケージのインストール日時を表示します。
コメントの種類
ジョブのあて先でキー項目のほかに表示したい場合に設定できます。キー項目と
して設定されている項目は淡色表示になっています。設定できるコメントは，
「サブキー」，
「ホスト識別子」または「コメント」です。
2. 表示したい項目を設定して，［OK］ボタンをクリックする。
設定した項目が表示されます。

（5） 条件を指定して情報の表示順序を変える
［ジョブ実行状況］ウィンドウの右枠に表示する情報の並び順は，条件を設定して並べ替
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えることができます。ジョブの実行日時やあて先名などを条件にジョブの実行状況の表
示を並べ替えることができ，実行状況の確認が容易になります。
情報の並べ替えの方法を次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［並べ替え］を選択する。
［ソート順序の設定］ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックス
で表示順を設定して［OK］ボタンをクリックすると，［ジョブ実行状況］ウィンドウ
の右枠に表示されている情報の表示順序が変更されます。
図 8-32 ［ソート順序の設定］ダイアログボックス

優先順位の設定
並べ替えのキー（基準となる項目）を設定します。
並べ替えるときは，最初に「1 番目に優先するキー」が基準になります。並べ替
えたときに同じ順位のものがあれば，それらについて，「2 番目に優先するキー」
が基準になります。さらに，並べ替えたときに同じ順位のものがあれば，「3 番目
に優先するキー」が基準になります。
キーを設定しないときは「（なし）
」を選択します。
未実行ジョブを優先してソートする
未実行のジョブを上方または下方に表示します。デフォルトでは，未実行のジョ
ブを上方に表示します。未実行のジョブを下方に表示させる場合は，チェック
ボックスをオフにしてください。

（6） 削除中のジョブを表示する
［ジョブ実行状況］ウィンドウでジョブを削除したときに，削除対象のジョブが転送先の
中継するシステムまたはクライアントで削除されるまで，そのジョブを表示したままに
できます。削除が完了していないジョブは「
（削除中）」と表示され，システム全体で削
除が完了してから，ジョブの表示が消えます。ただし，ジョブが中継するシステムまた
はクライアントで実行される前に削除されたかどうかは，クライアントのインストール
パッケージ情報で確認してください。
削除中のジョブを表示する方法を次に示します。
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1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［削除中のジョブを表示する］を選択す
る。
中継するシステムまたはクライアントで削除が完了していないジョブは，ジョブの名
称の末尾に「（削除中）
」と表示されます。「
（完了 / エラー / 拒否 / 総数）」には，削除
中のジョブの総数が表示されます。
図 8-33 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（削除中のジョブを表示する）

8.4.5

ID ジョブの実行状況の表示方法

あて先に ID を指定したジョブのうち，次に示すジョブは［ジョブ実行状況］ウィンドウ
で実行状況を確認できます。
• パッケージのインストール
• クライアントユーザによるインストール
次に，ID を指定したジョブの実行状況を確認する方法について説明します。

（1） ID 管理中継ごとのジョブ実行状況を表示する
ID を指定したジョブを管理している中継システムごとに，実行状況を確認する方法につ
いて次に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］メニューの［ID・全あて先ジョブクライア
ント表示］のチェックをオフにする。
2. ID を指定したジョブをダブルクリックする。
ジョブの階層下に ID が表示されます。
図 8-34

ジョブの階層下に ID が表示された［ジョブ実行状況］ウィンドウ

3. ID をダブルクリックする。
ID の階層下に，ID を管理している中継システムが表示されます。右枠の「ジョブ」
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にはパッケージ名が表示されます。
図 8-35

ID の階層下に中継システムが表示された［ジョブ実行状況］ウィンドウ

（a） ID ジョブの実行状態の種類
［ID・全あて先ジョブクライアント表示］のチェックをオフにした場合に，
［ジョブ実行
状況］ウィンドウで表示される ID ジョブの実行状態の種類を次に示します。
［ID・全あて先ジョブクライアント表示］のチェックをオンにし，
［ジョブ実行状況］
ウィンドウの左枠でクライアントを選択したときに表示されるジョブの実行状態の種類
については，「8.4.3(3)(a) ジョブの実行状態の種類」を参照してください。
表 8-5 ID ジョブの実行状態の種類
ジョブの実行
状態

実行状
況

実行状況を示
す色

実行待ち

0%

白色

ジョブが作成されたが，配布管理システムで転送待ちと
なっている。

登録中※

登録中

白色

ジョブを ID 管理中継へ転送中。
配布管理システムを階層化したシステムでは，マネージャ
直下の中継するシステムから ID 管理中継へジョブを転送
中。

待機中※

待機中

白色

ジョブを ID 管理中継からクライアントシステムへ転送中，
またはジョブを実行中。

完了

緑色

中継システムで管理しているパッケージが削除された。

0%

赤色

実行時にエラーが発生した。

完了
実行待ち

意味

注※
バージョン 06-51 以前に登録した ID ジョブについては，登録時のバージョンの表示
仕様になります。ただし，「登録中」に該当する ID ジョブが発生した時点で，現
バージョンの表示仕様に変わります。
（b） ID ジョブの実行状態の遷移
［ID・全あて先ジョブクライアント表示］のチェックをオフにした場合の，ID ジョブの
実行状態の遷移を次に示します。
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図 8-36

ID ジョブの実行状態の遷移

（2） クライアントごとの実行状況を表示する
ID を指定したジョブのクライアントでの実行状況を確認する方法について次に示しま
す。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］メニューの［ID・全あて先ジョブクライア
ント表示］のチェックをオンにする。
2. ID を指定したジョブをダブルクリックする。
ジョブの階層下に ID が表示されます。
図 8-37

ジョブの階層下に ID が表示された［ジョブ実行状況］ウィンドウ

3. ID をダブルクリックする。
ID に属しているクライアントが ID の階層下に表示されます。
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図 8-38

ID の階層下にクライアントが表示された［ジョブ実行状況］ウィンドウ

4. クライアントをクリックする。
右枠に，選択したクライアントでのジョブの実行状況が表示されます。
図 8-39

選択したクライアントでのジョブの実行状況が表示された［ジョブ実行状況］
ウィンドウ

パッケージをダブルクリックすると，
［詳細情報］ダイアログボックスが表示されま
す。
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図 8-40 ［詳細情報］ダイアログボックス

（3） 中継システムで実行した ID ジョブの実行状況を上位のシステムで
確認する
中継システムのリモートインストールマネージャから ID を指定して実行したジョブの実
行状況を，上位のシステムの［ジョブ実行状況］ウィンドウで確認する方法について次
に示します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］−［中継の実行結果表示］を選択する。
中継システムのフォルダが表示され，その下に中継システムが割り当てたジョブ名が
表示されます。ジョブ名は，「IB ＋ジョブ登録日時」になります。
なお，JP1/NETM/DM Client（中継システム）のセットアップで，［リモートインストー
ルマネージャ］パネルの「配布管理システムへ ID ジョブの結果通知を行う」チェック
ボックスがオンになっていないと，配布管理システムの［ジョブ実行状況］ウィンドウ
に，中継システムで実行した ID ジョブは表示されません。

（4） ID ジョブの実行状況を確認するときの注意事項
ID を指定したジョブの実行状況を確認するときには，次の点に注意してください。
• UNIX の中継システムで，UNIX 版 JP1/NETM/DM SubManager から ID を指定した
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ジョブを実行した場合，JP1/NETM/DM Manager では実行状況は表示されません。
• 中継システムで ID を指定したジョブに実行日時が設定されている場合，ジョブが実
行されるまで，配布管理システムでは実行状況が表示されません。
• 配布管理システムでは，ID を管理している中継システムとクライアント間で通信エ
ラーが発生したジョブの実行状況の表示はできません。

8.4.6 全あて先ジョブの実行状況の表示方法
全あて先を指定したジョブは，ジョブ名称の下位に「全あて先」と全あて先で指定した
中継マネージャが表示されます。
図 8-41 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

「実行状態」に表示される中継マネージャのジョブ実行状態の意味は次のとおりです。
実行待ち
全あて先ジョブがマネージャから中継マネージャに転送されました。中継マネー
ジャでは配下のクライアントへのジョブを作成中です。
実行中
中継マネージャが配下のクライアントに対してジョブを実行中です。
完了
中継マネージャが配下のすべてのクライアントに対してジョブを転送しました。
次に，中継マネージャが各クライアントへ実行したジョブの実行結果を表示する方法に
ついて説明します。

（1） クライアントごとの実行状況を表示する
クライアントごとの実行状況を表示するには，
［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］
メニューの［ID・全あて先ジョブクライアント表示］のチェックをオンにしてください。
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図 8-42 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（クライアントごとの実行状況を表示する）

中継マネージャのフォルダの下位に，中継マネージャがジョブを実行したクライアント
が表示されます。このクライアントを選択すると，右枠にクライアントでのジョブの実
行状況が表示されます。表示される実行状態の種類については，「8.4.3(3)(a) ジョブの
実行状態の種類」を参照してください。

（2） ジョブが実行されたクライアントの数を表示する
中継マネージャから何台のクライアントに対してジョブが実行されたかを確認する方法
について次に示します。
（a） 中継マネージャごとのジョブの実行状況を表示している場合
［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］メニューの［ID・全あて先ジョブクライアント
表示］のチェックがオフの場合は，中継マネージャごとの実行状況が表示されています。
この場合は，次の方法でジョブが実行されたクライアントの台数を確認できます。
図 8-43 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（中継マネージャごとのジョブの実行状況を表示
している場合）

1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで，ジョブの詳細をダブルクリックする（または［表
示］−［ジョブの詳細情報の表示］を選択する）。
［詳細情報］ダイアログボックスが表示されます。
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図 8-44 ［詳細情報］ダイアログボックス

2. ［クライアント結果］ボタンをクリックする。
［クライアント結果］ダイアログボックスが表示されます。
図 8-45 ［クライアント結果］ダイアログボックス

ジョブの実行状態ごとに該当するクライアントの数が表示されます。
「その他」は，
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実行結果が報告されていないクライアントの数です。
（b） クライアントごとの実行状況を表示している場合
［ジョブ実行状況］ウィンドウで［表示］メニューの［ID・全あて先ジョブクライアント
表示］のチェックがオンの場合は，クライアントごとのジョブの実行状況が表示されて
います。左枠で「全あて先」を選択すると，右枠の「完了 / エラー / 拒否 / 総数」でジョ
ブが実行されたクライアントの台数を確認できます。
図 8-46 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ（クライアントごとの実行状況を表示している場
合）

「
［中継］：
（完了 / エラー / 拒否 / 総数）」には，中継マネージャに実行結果が報告された
ジョブの数が表示されます。
「
（完了 / エラー / 拒否 / 総数）」には，クライアントへ実行したジョブの総数が表示されま
す。

（3） 全あて先ジョブの実行状況を確認するときの注意事項
配布管理システムでは，中継マネージャとクライアント間で通信エラーが発生したジョ
ブの実行状況の表示はできません。

8.4.7

特定の実行状況のジョブの表示方法

JP1/NETM/DM Manager では，特定の実行状況のジョブだけを表示できます。これに
よって，エラーのジョブだけを表示したり，逆に，正常終了したジョブだけを表示した
りできます。特定の実行状況のジョブだけを表示するには，［表示］−［ジョブの種類の
指定］を選択し，［表示するジョブの選択］ダイアログボックスで，表示条件を設定しま
す。特定の実行状況のジョブだけを表示したあと，再度すべてのジョブを表示するには，
［表示］−［全種類のジョブの表示］を選択します。
次に，［表示するジョブの選択］ダイアログボックスで設定できる項目について説明しま
す。
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図 8-47 ［表示するジョブの選択］ダイアログボックス

表示ジョブ
表示するジョブのあて先の種類を指定します。
• すべてのジョブ
すべてのジョブを表示します。
• 通常ジョブ
あて先にノードを設定しているジョブを表示します。
• ID ジョブ
あて先に ID を指定しているジョブを表示します。
• 全あて先ジョブ
あて先に全あて先を指定しているジョブを表示します。
ジョブ種別
選択したジョブ種別のジョブを表示します。選択するときは，ジョブ種別の左側に
あるチェックボックスをオンにします。デフォルトでは，すべて選択されています。
ジョブ実行状態
選択した実行状態のジョブを表示します。選択するときは，ジョブ実行状態の左側
にあるチェックボックスをオンにします。この項目は，［ジョブ実行状況］ウィンド
ウで［表示］−［すべてのジョブの表示］を選択しているときだけ選択できます。
実行状態を複数選択したときは，選択した実行状態のうち一つでも該当するジョブ
をすべて表示します。
次に，それぞれの実行状態について説明します。
• すべて正常終了
正常に実行が終了したジョブを表示します。
• 1 つでもエラー
実行時にエラーが発生したジョブを表示します。
• 1 つでもインストール拒否
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「クライアントユーザによるインストール」ジョブで，中継システム，またはクラ
イアントのパッケージセットアップマネージャがパッケージのインストール情報
を削除しているジョブを表示します。
• 1 つでもインストール / 収集待ち
中継するシステムまたはクライアントで，リモートインストール待ちまたは収集
待ちがあるジョブを表示します。
• 1 つでも実行中 / 登録中 / 待機中 / 起動失敗
実行中のジョブ，または ID を指定したジョブのうち登録中もしくは待機中のジョ
ブを表示します。
• 1 つでも実行待ち
スケジュールされたジョブのうち，実行されていないジョブを表示します。
• 削除中
中継するシステムまたはクライアントで削除中のジョブを表示します。
ジョブ詳細実行状態
選択した実行状態のジョブの詳細を表示します。選択するときは，ジョブ詳細実行
状態の左側にあるチェックボックスをオンにします。この項目は，
［ジョブ実行状
況］ウィンドウで［表示］−［すべてのジョブ詳細の表示］を選択しているときだ
け選択できます。
実行状態を複数選択したときは，選択した実行状態のうち一つでも該当するジョブ
の詳細をすべて表示します。
次に，それぞれの実行状態について説明します。
• 正常終了
正常に実行が終了したジョブの詳細を表示します。
• エラー
実行時にエラーが発生したジョブの詳細を表示します。
• インストール拒否
「クライアントユーザによるインストール」ジョブで，中継システム，またはクラ
イアントのパッケージセットアップマネージャでパッケージのインストール情報
を削除しているジョブの詳細を表示します。
• 中断中 / 再開中
中断状態のため実行を一時中断しているジョブ，または再開指示が出ているため
に実行を再開しようとしているジョブの詳細を表示します。
• インストール / 収集待ち
中継するシステムまたはクライアントで，リモートインストール待ちまたは収集
待ちとなっているジョブの詳細を表示します。
• 実行中 / 登録中 / 待機中 / 起動失敗
実行中のジョブ，または ID を指定したジョブのうち登録中もしくは待機中のジョ
ブの詳細を表示します。
• 実行待ち
スケジュールされたジョブのうち，実行されていないジョブの詳細を表示します。
• 削除中
中継するシステムまたはクライアントで削除中のジョブを表示します。
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実行日時
ジョブを実行した日時を条件として設定できます。設定するときは，実行日時の左
側にあるチェックボックスをオンにします。また，日時の範囲を設定することもで
きます。日時の範囲は，次に示すドロップダウン形式の一覧から選択できます。
• より小さい
左枠に設定した日時未満の日時を範囲とします。
• より小さいか等しい
左枠に設定した日時以前を範囲とします。
• より大きい
左枠に設定した日時を超える日時を範囲とします。
• より大きいか等しい
左枠に設定した日時以降を範囲とします。
• と等しい
特定の日時を設定するときに選択します。日時は，左枠に設定します。
• と等しくない
特定の日時以外の日時を範囲とします。
• この間
左枠に設定した日時から，右枠に設定した日時までを範囲とします。
実行予定日時
ジョブを実行する予定の日時を条件として設定できます。設定するときは，実行予
定日時の左側にあるチェックボックスをオンにします。日時の範囲の設定方法は，
実行日時のときと同様です。
実行期限
ジョブを実行する期限を条件として設定できます。設定するときは，実行期限の左
側にあるチェックボックスをオンにします。期限の範囲の設定方法は，実行日時の
ときと同様です。

8.4.8 あて先の詳細情報を表示する方法
［ジョブ実行状況］ウィンドウで指定したホストの，インベントリ情報を簡単に表示でき
ます。これによって，ジョブがエラーになったクライアントの使用者名と内線番号を表
示して連絡したり，OS やメモリ容量などのシステム情報を確認したりできます。
また，インベントリビューアを使用して，氏名と内線番号，OS とメモリ容量など，すぐ
に知りたい情報項目だけを表示テンプレートに保存しておくと，あて先のインベントリ
情報をさらに簡単に表示できます。インベントリビューアを使って表示テンプレートを
作成する方法については，
「4.3 インベントリ情報を表示する」および「4.4 テンプ
レートを利用して表示および集計する」を参照してください。
なお，ジョブを削除中のホストのインベントリ情報は表示できません。また，次の方法
でジョブのあて先を指定した場合，ホスト識別子を持つホストのインベントリ情報も表
示できません。
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•［あて先の追加］ダイアログボックスの「あて先入力」で指定
• 経路を変更して指定
次に，［ジョブ実行状況］ウィンドウから，指定したホストのインベントリ情報を表示す
る方法を説明します。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウで，
［表示］−［指定された情報のみ表示］を選択す
る。
2. インベントリ情報を表示したいホストを選択する。
図 8-48 ［ジョブ実行状況］ウィンドウ

3. 右クリックして表示されるメニューから［あて先の詳細情報の表示］−［テンプレー
トを指定して実行］を選択する。
サブメニューには，あらかじめインベントリビューアで作成されているテンプレート
名が表示されます。
4. ［テンプレートを指定して実行］のサブメニューからテンプレートを選択する。
インベントリビューアが起動し，テンプレートの設定に従って，指定されたホストの
情報が表示されます。
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図 8-49

インベントリビューア

なお，［テンプレートを指定して実行］を選択する代わりに［条件の設定から実行］を選
択し，表示ウィザードに従って表示項目を設定したあと，ホストのインベントリ情報を
表示することもできます。表示ウィザードで表示条件を設定する方法については，
「4.3
インベントリ情報を表示する」を参照してください。
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8.5 ジョブの実行結果を確認したあとの対処
ここでは，ジョブ削除方法や実行エラーが発生したジョブの再実行方法など，ジョブの
実行結果を確認してからの対処方法について説明します。

8.5.1

ジョブの削除

ここでは，ジョブ削除の流れ，ジョブを削除する方法，およびジョブを削除するときの
注意事項について説明します。

（1） ジョブ削除の流れ
上位システムでジョブの削除操作をした場合，そのジョブがすでに下位システムに転送
されていたときは，下位システムにダウンロードされたジョブも連携して削除されます。
ジョブを削除したときの流れを次の図に示します。
図 8-50

ジョブを削除したときの流れ

1. 配布管理システムでジョブ A を削除する。
［ジョブ実行状況］ウィンドウで削除中のジョブを表示する場合，削除対象のジョブ
A は「（削除中）
」と表示されます。
2. 中継するシステムに転送されていたジョブ A が削除される。
さらに下位のシステムにジョブ A が転送されているので，［ジョブ実行状況］ウィン
ドウでは「（削除中）
」と表示されたままです。
3. クライアントに転送されていたジョブ A が削除される。
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システム全体でジョブ A を削除完了したことが配布管理システムに通知され，［ジョ
ブ実行状況］ウィンドウからジョブ A の表示が消えます。

（2） ジョブの削除方法
［ジョブ実行状況］ウィンドウでジョブを削除する方法を次に示します。一度削除する
と，元に戻すことはできません。フォルダを削除したときは，フォルダ内のジョブおよ
び下位のフォルダも削除されます。
1. ［ジョブ実行状況］ウィンドウをアクティブにし，削除するフォルダ，またはジョブ
を選択する。
選択したフォルダ，またはジョブが反転表示されます。
2. ［編集］−［削除］を選択する。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
［キャンセル］ボタンをクリッ
クすると，削除しないでダイアログボックスを閉じます。

（3） ジョブを削除するときの注意事項
ジョブを削除するときの注意事項を次に示します。
●［スケジュール］パネルで実行日時を設定したジョブは，
［ジョブ実行状況］および
［ジョブ定義］ウィンドウの両方に表示されます。このジョブを，設定した日時以前に
削除する場合，
［ジョブ実行状況］ウィンドウだけでなく，
［ジョブ定義］ウィンドウ
からも削除する必要があります。
● 削除中のジョブに対してさらに削除操作をすると，中継するシステムまたはクライア
ントでジョブが削除されるのを待たないで強制削除します。
● 配布先システムのセットアップの［通知ダイアログ］パネルで，「ジョブエラー時のダ
イアログ」チェックボックスをオンにしている場合，実行状態が実行待ちまたは通信
エラーのジョブを削除すると，配布先システムでエラーダイアログボックスが表示さ
れる場合があります。
● 定期的にインベントリ情報を取得するジョブは，クライアントで一度ジョブが実行さ
れると，実行状態が「正常終了」と表示されます。
この状態のジョブを［ジョブ実行状況］ウィンドウから削除すると，ジョブの削除と
連携して，クライアントからの定期的なインベントリ情報の取得ができなくなります。
●「クライアントユーザによるインストール」ジョブを［ジョブ実行状況］ウィンドウか
ら削除すると，ジョブの削除と連携して，パッケージセットアップマネージャのパッ
ケージ一覧からもパッケージが削除されます。
● リレーショナルデータベースに Microsoft SQL Server を使用している場合，ジョブを
削除すると，次の表に示すイベントがアプリケーションログに出力されることがあり
ますが，対処は不要です。
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項番

ソース

種類

イベント
ID

説明

1

MSSQLSERVER

エラー

17052

エラー：7105，レベル：22

2

NETM/DM

エラー

10004

RDBMS との通信でエラーが発生しま
した。

8.5.2

エラージョブの再実行

複数のあて先に対してジョブを実行すると，あて先によっては，ジョブが正常終了する
場合もあれば，実行待ちまたは接続エラーなどによって実行エラーになりジョブが終了
しない場合もあります。正常に終了しなかったあて先には再度ジョブを実行する必要が
ありますが，すべてのあて先に対してジョブを再実行する必要はありません。実行待ち
またはエラーになったあて先だけにジョブを再実行できます。
ここでは，ジョブを再実行するために必要な設定と，ジョブを再実行する方法について
説明します。

（1） エラージョブを再実行するために必要な設定
ジョブを再実行するためには，あらかじめ，配布管理システムまたは中継するシステム
でジョブの実行結果を記録するよう設定しておく必要があります。
（a） 通常のジョブを再実行する場合
通常のジョブ（あて先が ID でも全あて先でもないジョブ）を再実行するには，配布管理
システムで実行結果を管理しておく必要があります。JP1/NETM/DM Manager のセット
アップで，［結果記録オプション］パネルの「ジョブの実行結果の記録」チェックボック
スをオンにしておいてください。
（b） ID ジョブを再実行する場合
ID ジョブを再実行するには，ID を管理している中継システムでクライアントの実行結
果を管理しておく必要があります。
● 中継マネージャで ID を管理している場合
JP1/NETM/DM Manager のセットアップで，
［結果記録オプション］パネルの「ID
ジョブのクライアント実行結果の記録」チェックボックスをオンにしておいてくださ
い。デフォルトはチェックボックスがオンです。
● 中継システムで ID を管理している場合
バージョンが 08-51 以前の中継システムを使用している場合，デフォルトの設定では
エラーとなった ID ジョブの実行結果が記録されないため，ジョブを再実行できませ
ん。JP1/NETM/DM Client（中継システム）のセットアップで，
［中継システムカス
タマイズオプション］パネルの「ID ジョブのクライアント実行結果の記録」チェック
ボックスをオンにしておいてください。
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バージョンが 08-52 以降の中継システムを使用している場合は，「ID ジョブのクライ
アント実行結果の記録」チェックボックスの状態に関係なく，ジョブを再実行できま
す。
（c） 全あて先ジョブを再実行する場合
全あて先ジョブを再実行するには，中継マネージャで全あて先を指定したジョブの実行
結果を記録しておく必要があります。JP1/NETM/DM Manager のセットアップで，［結
果記録オプション］パネルの「全あて先ジョブのクライアント実行結果の記録」チェッ
クボックスをオンにしておいてください。

（2） エラージョブの再実行方法
ジョブの再実行は，
［ジョブ実行状況］ウィンドウで，実行待ちまたは実行エラーのあて
先に指示できます。1 回の指示で 1 ジョブの複数のあて先を指定できます。複数のジョ
ブを同時に再実行することはできません。
次に，ジョブを再実行する方法を示します。
1. 再実行するジョブを選択する。
ID ジョブを再実行する場合は，ID を管理している中継システムを選択してくださ
い。全あて先ジョブを再実行する場合は，全あて先ジョブまたは中継マネージャを選
択してください。
2. ［ジョブ実行状況］ウィンドウのメニューから［実行］−［ジョブの再実行］を選択
する。
［ジョブの再実行］ダイアログボックスが表示されます。
図 8-51 ［ジョブの再実行］ダイアログボックス

再実行するジョブ
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再実行を要求されたジョブのジョブ名が表示されます。ジョブ内の中継マネー
ジャ，中継システム，およびクライアントを選択して再実行を要求した場合も表
示されます。
再実行するあて先
再実行の対象となる，中継マネージャ，中継システム，およびクライアントが表
示されます。
［ジョブ実行状況］ウィンドウからあて先を複数選択した場合は二
つ目以降のあて先の表示は省略されます。
すべての中継システムおよびクライアント
［ジョブ実行状況］ウィンドウからジョブを選択して再実行を要求した場合に表
示されます。ジョブ内のすべての中継マネージャ，中継システム，およびクライ
アントが再実行の対象となります。
再実行の方法
再実行の対象となる中継マネージャ，中継システム，およびクライアントの状態
を指定します。
実行待ち
実行待ちとなっている中継マネージャ，中継システム，およびクライアントに対
して，選択されたジョブを受信するように，再度要求します。
一時エラー
通信エラーまたは起動失敗となっている中継するシステムまたはクライアントに
対して，再度ジョブの実行を促します。中継するシステム下での「一時エラー」
に対しては，
「中継下ノード再実行」フォルダに再実行要求ジョブが作成されま
す。
「一時エラー」ジョブの再実行では，再実行によってジョブのステータスが
変更されることはなく，通信障害の回復時に変更されます。再実行を繰り返す
と，再実行要求ジョブがむだに作成されますのでご注意ください。
実行エラー
実行エラーとなっている要求だけを抽出し，中継マネージャ，中継システム，お
よびクライアントに対して，再度実行を要求します。
3. ［実行］ボタンをクリックする。
設定した内容でジョブが再実行されます。

8.5.3

障害が発生した中継システムを回避してジョブを実行
する

中継システムに障害が発生した場合，この中継システムに接続しているクライアントへ，
別の中継システムを経由してジョブを実行できます。
経路を変更してジョブを実行するには，［ジョブの作成］ダイアログボックスで，変更後
の経路を指定したジョブを作成します。経路の変更方法については，「8.2.4 ［あて先］
パネルの設定」を参照してください。
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8.5.4 分割配布したジョブを強制完了する
強制完了は，分割配布のジョブを途中で中止し，転送していない残りのパッケージを一
括して転送することです。分割配布したジョブを強制完了するには，
［ジョブ実行状況］
ウィンドウで［実行］−「分割配布の強制完了」を選択してください。強制完了になっ
たジョブは，システム直下のシステムから配布先システムに転送されるまで，分割しな
いでパッケージを一括して転送（通常配布）します。ただし，分割配布の強制完了は，
強制完了を実行したシステム直下のすべてのシステムに対し，分割配布中の場合にだけ
有効になります。また，中断中および再開中のジョブは強制完了できません。
なお，強制完了を実行したシステム直下の中継するシステムに対してだけ分割配布を強
制完了し，その中継するシステム下の配布先システムへの分割配布は実行させたい場合，
同じパッケージを「中継システムまでのパッケージ転送」ジョブで実行してください。
中継するシステムまでの分割配布については，強制完了を実行したこと（通常配布）に
なり，中継するシステム下の配布先システムへは分割配布になります。
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8.6 ジョブを作成する画面をカスタマイズする
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックス，および［ジョブの作成］ダイアログボッ
クスは，項目の並び順やデフォルト値をユーザの運用に合わせ，カスタマイズできます。

8.6.1 ［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスのカス
タマイズ
［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスに表示されるジョブ種別の並び順をカスタ
マイズする方法を次に示します。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで［編集］−［ジョブ定義のカスタマイズ］を選択する。
［ジョブ定義のカスタマイズ］ダイアログボックスが表示されます。
2. ［ジョブ新規作成ダイアログ］を選択する。
［ジョブ新規作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックスが表示されます。
図 8-52 ［ジョブ新規作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックス

右枠に［ジョブ定義の新規作成］ダイアログボックスに表示するジョブ種別を表示し
ます。初期状態ではすべてのジョブ種別が表示されています。左枠には，［ジョブ定
義の新規作成］ダイアログボックスに表示しないジョブ種別を表示します。
左枠でジョブ種別を選択し，［>］ボタンをクリックすると，選択したジョブ種別が追
加されます。右枠でジョブ種別を選択し，［<］ボタンをクリックすると，ジョブ種別
が削除されて選択元に移動します。選択後のジョブ種別からすべてを削除したい場合
は，［<<］ボタンをクリックしてください。
［↑］は，選択後のリストを上位方向に移動するときに使用します。
［↓］は，選択後
のリストを下位方向に移動するときに使用します。
3. ジョブ種別の並び順を設定し，［OK］ボタンをクリックする。
設定を保存して，［ジョブ新規作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックス
を閉じます。
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8.6.2 ［ジョブの作成］ダイアログボックスのカスタマイズ
ユーザの運用に合わせて，
［ジョブの作成］ダイアログボックスで設定する各項目のデ
フォルト値を変更できます。

（1） 操作方法
［ジョブの作成］ダイアログボックスのデフォルト値を変更するための操作方法を説明し
ます。
1. ［ジョブ定義］ウィンドウで［編集］−［ジョブ定義のカスタマイズ］を選択する。
［ジョブ定義のカスタマイズ］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「ジョブの作成ダイアログ」を選択する。
［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックスが表示されます。
図 8-53 ［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックス

［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックスのパネル名および項
目名は，
［ジョブの作成］ダイアログボックスのパネル名および項目名と対応してい
ます。
［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックスで設定した値
が，
［ジョブの作成］ダイアログボックスのデフォルト値になります。ただし，［ジョ
ブの作成］ダイアログボックスの［オプション］パネルの設定項目は，実行するジョ
ブの種別によって異なります。そのため，
［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］
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ダイアログボックスでは，各ジョブ名の付いたオプションパネルで，デフォルト値を
設定します。
デフォルト値をカスタマイズできる項目については，「(2)

カスタマイズできる項目」

を参照してください。
3. デフォルト値を変更して，［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブの作成］ダイアログボックスのデフォルト値が変更されます。

（2） カスタマイズできる項目
［ジョブの作成ダイアログのカスタマイズ］ダイアログボックスのパネルごとに，カスタ
マイズできる項目とデフォルト値を示します。
● ［あて先］パネル
カスタマイズできる項目

デフォルト値

あて先の属性

あて先グループ

追加元※

あて先

注※ ［追加］ボタンをクリックすると表示される項目です。

● ［ジョブの配布属性］パネル
カスタマイズできる項目

デフォルト値

中断中のあて先への配布

配布しない

配布の方式※ 1

ユニキャスト配布

分割配布の設定

分割配布しない

分割サイズ

非活性※ 2

転送休止時間

非活性※ 2

注
次に示すジョブ種別を指定した場合に表示されます。
・パッケージのインストール
・中継システムまでのパッケージ転送（JP1/NETM/DM Manager の場合）
・クライアントユーザによるインストール
注※ 1
ジョブ種別が「中継システムまでのパッケージ転送」または「クライアントユーザによるイン
ストール」の場合，デフォルト値の設定に関係なく，［ジョブの作成］ダイアログボックスで
は，常に「ユニキャスト配布」に設定されます。
注※ 2
「分割配布の設定」で「分割配布する」を選択すると，値を設定できます。

● ［コレクトファイル］パネル
［詳細］ボタンをクリックしたときに表示される［リモートコレクトの詳細オプション設
定］ダイアログボックス中の，次の項目の値を設定できます。
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カスタマイズできる項目

デフォルト値

収集タイミング

クライアント稼働中

圧縮指定

圧縮あり

クライアントでの外部プログラム起動

空欄

● ［システム情報の取得のオプション］パネル
ジョブ種別が「システム情報の取得」の場合に表示される，
［ジョブの作成］ダイアログ
ボックスの［オプション］パネルに対応しています。
カスタマイズできる項目

デフォルト値

システム情報

変更部分の情報を取得する

レジストリ情報

変更部分の情報を取得する

● ［ソフトウェア情報の取得のオプション］パネル
ジョブ種別が「ソフトウェア情報の取得」の場合に表示される，
［ジョブの作成］ダイア
ログボックスの［オプション］パネルに対応しています。
カスタマイズできる項目

デフォルト値

検索対象ソフトウェア

JP1/NETM/DM でインストールしたソフトウェア
を検索

検索リスト

非活性※ 1

検索対象ドライブ

非活性※ 2

ドライブ指定

非活性※ 3

注※ 1
「検索対象ソフトウェア」で「すべてのソフトウェアを検索」を選択すると，値を設定できま
す。
注※ 2
「検索対象ソフトウェア」で「すべてのソフトウェアを検索」または「ファイルを検索」を選択
すると，値を設定できます。
注※ 3
「検索対象ドライブ」で「検索対象ドライブを指定」を選択すると，値を設定できます。

● ［ユーザインベントリ情報の転送のオプション］パネル
ジョブ種別が「ユーザインベントリ情報の転送」の場合に表示される，
［ジョブの作成］
ダイアログボックスの［オプション］パネルに対応しています。このパネルは，リレー
ショナルデータベースを使用しているときだけ表示されます。
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カスタマイズできる項目

デフォルト値

情報設定要求

クライアントユーザへの情報設定要求を行う

全項目を入力必須とする

オフ

クライアントユーザのキャンセルを無効とする

オフ

ユーザ固有資産情報の転送も行う

オフ

情報設定前はパッケージセットアップマネージャ
を起動しない

オフ

情報設定終了後のデータ

クライアントユーザが保存または保存と通知を決
定する

● ［スケジュール］パネル
［スケジュール］パネルの各項目と，
［詳細設定］ボタンをクリックしたときに表示され
る［実行日時の詳細設定］ダイアログボックス中の各項目の値を設定できます。
カスタマイズできる項目
サーバでのジョブ実行日時
実行日時の設定※
実行タイミングの設定※

デフォルト値
即時実行
「実行日時を設定する」がオンで，日時が空欄（即
時実行）
システム稼働中実行

注※
［詳細設定］ボタンをクリックすると表示される項目です。

● ［クライアント制御］パネル
カスタマイズできる項目

デフォルト値

クライアントを起動させる

オフ

ジョブ実行後クライアントをシャットダウンさせ
る

オフ

● ［通知するメッセージ］パネル
カスタマイズできる項目

デフォルト値

アイコン

情報

タイトル

空欄

形式

テキスト

● ［稼働監視ポリシー］パネル
カスタマイズできる項目
ソフトウェア稼働監視の制御
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デフォルト値
ソフトウェア稼働監視の開始 / 変更

9

CSV 出力ユティリティと印
刷
この章では，インベントリ情報，あて先属性，パッケージ属
性，ジョブ実行状況など，配布管理システムで管理している情
報を，CSV 形式ファイルに出力したり，印刷したりする方法
について説明します。

9.1 CSV 出力ユティリティでファイルを出力する
9.2 管理情報を印刷する
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9.1 CSV 出力ユティリティでファイルを出力
する
配布管理システムで管理している情報（管理情報）を，CSV 形式のファイルに出力でき
ます。
ここでは，CSV 出力ユティリティを使って，管理情報を CSV 形式のファイルに出力す
る方法について説明します。
なお，dcmcsvu コマンドを実行して CSV 形式ファイルを出力する方法については，マ
ニュアル「運用ガイド 2」の「4.5

9.1.1

dcmcsvu.exe（CSV 出力）
」を参照してください。

CSV 形式ファイルに出力できる項目

CSV 出力ユティリティでは，出力する情報のテンプレートを用意しています。テンプ
レートごとに，CSV 形式ファイルに出力できる項目を次の表に示します。
表 9-1 CSV 形式ファイルに出力できる項目
テンプレート名
あて先属性

出力項目
ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，MAC アドレス，タイプ，経路，所属
グループ※ 1，結果通知の保留，ファイル転送中断※ 2，コメント，登録日時※ 3，
作成日時※ 4，更新日時※ 4，インストールパッケージ情報最終更新日時※ 4，シス
テム情報最終更新日時※ 4，ユーザインベントリ情報最終更新日時※ 4，レジスト
リ情報最終更新日時※ 4，ソフトウェアインベントリ情報最終更新日時※ 4，ソフ
トウェア稼働情報最終更新日時※ 4，適用済みソフトウェア稼働監視ポリシー※ 5

グループ属性※ 3

グループ名称，所属グループ

ID 属性 ※ 3

ID 名称，ID 管理中継

パッケージ属性

キャビネット名称，キャビネット識別 ID，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，
バージョン，世代番号，パッケージ容量，転送サイズ，登録日，満了日付，パッ
ケージ種別，インストールモード，パッケージ圧縮，暗号化，リストア，再起動
指定，処理中ダイアログ表示

パッケージ内容

キャビネット名称，キャビネット識別 ID，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，
バージョン，世代番号，ファイル名，サイズ，更新日時
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テンプレート名

出力項目

システム情報

出力項目については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「2.2.1 システム情報
の取得」を参照してください。ここでは，取得できるシステム情報との差異を示
します。
• 次に示す項目を出力できます。
ホスト名称，IP アドレス（システム構成のキー項目）
，ホスト識別子
• 次に示す項目は出力できません。
OS ファミリー名
• 出力項目に「ディスク詳細情報」を選択すると，ドライブごとに次の情報が出
力されます。
論理ドライブ，デバイス名（ドライブの種類），空き容量（空きハードディス
ク容量）
，全ディスク容量
なお，出力項目に「ディスク詳細情報」を選択し，さらに「ファイルシステ
ム」を選択すると，ディスク詳細情報として「ファイルシステム」も出力され
ます。
• 出力項目に「総ディスク容量」を選択すると，すべてのドライブの合計値とし
て次の情報が出力されます。
空き容量合計，全ディスク容量合計

ユーザ資産情報

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，ユーザ資産情報

インストール済み
パッケージ情報※ 6

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，
インストール，新バージョン，新世代番号，旧バージョン，旧世代番号，インス
トール日時／ソフトウェア検索日時

ジョブ実行状況※ 7

フォルダ名称，ジョブ名称，ジョブ属性，サーバ側実行日時，サーバ側実行予定
日時，サーバ側実行期限，サーバ側登録予定日時，ジョブあて先名，ジョブ種別，
あて先別ジョブ実行日時，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，キャビネット識
別 ID，DM 識別コード，バージョン，世代番号，クライアント側インストール日
時，リストア※ 3，実行状態，ステータス

レジストリ取得項
目

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，項目名称，属性，データ

ユーザ管理情報※ 4

システム情報※ 8 ＋ユーザインベントリ情報＋ディレクトリ情報

ソフトウェアイン
ベントリ※ 4

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，ソフトウェア名称，ソフトウェアバー
ジョン，会社名，言語，パス，ファイル名，ファイルバージョン，サイズ，更新
日時，検索日時，説明，更新日時（UTC）※ 9

ライセンス情報※

ソフトウェア名称，ソフトウェアバージョン，台数，所有ライセンス数，警告ラ
イセンス数

4，※ 10

Microsoft Office 製
品※ 4

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，ソフトウェア名称，ソフトウェアバー
ジョン，会社名，言語，パス，サイズ，検索日時，インストール日付，プロダク
ト ID，登録会社名，登録所有者名

ウィルス対策製品※

ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，ソフトウェア名称，ソフトウェアバー
ジョン，会社名，言語，パス，サイズ，検索日時，インストール日付，登録会社
名，登録所有者名，ウィルス検出エンジンバージョン，ウィルス定義ファイル
バージョン，ウィルス検出の常駐／非常駐設定

起動抑止履歴

時刻，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，ファイル名，ファイルバージョ
ン，言語，ソフトウェア名称，製品のバージョン，実行アカウント，ログオン
ユーザ

4

注※ 1
所属するあて先グループ，および ID の名称が出力されます。
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注※ 2
JP1/NETM/DM Manager でだけ出力されます。
注※ 3
JP1/NETM/DM Client（中継システム）でだけ出力される項目，または使用できるテンプレー
トです。
注※ 4
JP1/NETM/DM Manager でだけ出力される項目，または使用できるテンプレートです。
注※ 5
JP1/NETM/DM Manager でだけ出力される項目，または使用できるテンプレートです。また，
自動的に「適用済みソフトウェア稼働監視ポリシーバージョン」も出力されます。
注※ 6
JP1/NETM/DM Manager の場合，未適用パッチの情報も含めて出力されます。未適用パッチ
の情報は，
「インストール」項目に「未適用」と出力されます。
注※ 7
ジョブ実行状況の出力内容の補足説明を次の表に示します。

表 9-2 ジョブ実行状況の出力内容の補足説明
出力項目

出力内容

ジョブ属性

フォルダ，通常ジョブ，ID ジョブ，または全あて先ジョブのうち，
どれかが出力されます。

サーバ側実行日時

配布管理システムでジョブを実行した日時が出力されます。

サーバ側実行予定日時

ジョブ実行時に［スケジュール］パネルの「実行日時」で指定した
日時が出力されます。

サーバ側実行期限

ジョブ実行時に［スケジュール］パネルの「実行期限」で指定した
日時が出力されます。

サーバ側登録予定日時

ジョブ実行時に［スケジュール］パネルの「登録日時」で指定した
日時が出力されます。

あて先別ジョブ実行日時

配布管理システムでジョブを実行した日時が出力されます。

DM 識別コード

配布したパッケージが PC でパッケージングしたものなのか（PC 資
源），WS 資源なのかが出力されます。

クライアント側
インストール日時

リモートインストールジョブの場合，パッケージング時の［スケ
ジュール］パネルまたはジョブ実行時の［パッケージ］パネルで指
定したインストール日時が出力されます。また，インベントリ情報
を取得するジョブの場合は，［実行日時の詳細設定］の「実行日時を
設定する」で指定した，クライアント側でジョブを実行する日時が
出力されます。

リストア
実行状態
ステータス
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リモートインストールジョブ実行時にリストアを行う設定の場合，
「する」が出力されます。
ジョブの実行状態が出力されます。ただし，
「削除中」は出力されま
せん。
［ジョブ実行状況］ウィンドウの［ジョブの詳細情報の表示］メ
ニューで表示される，詳細情報の保守コードが出力されます。
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注※ 8
「論理ドライブ」，「デバイス名」，「空き容量」，「全ディスク容量」，および「ファイルシステム」
を除くシステム情報が出力されます。
注※ 9
CSV 形式ファイルを出力する配布管理システムでのローカル時間に変換された日時が出力され
ます。
注※ 10
所有ライセンス数を超えたソフトウェアは，右端に「**」が付きます。所有ライセンス数以下
で警告ライセンス数以上のソフトウェアは，右端に「*」が付きます。

9.1.2

CSV 形式ファイルへの出力方法

管理情報を CSV 形式のファイルへ出力する手順を説明します。
1. CSV 出力ユティリティを起動する。
CSV 出力ユティリティを起動するには，次の二つの方法があります。
•［JP1_NETM_DM Manager］または［JP1_NETM_DM Client］グループの［CSV
出力ユティリティ］アイコンをクリックする
JP1/NETM/DM Manager の場合は，［JP1/NETM/DM ログオン］ダイアログボッ
クスが表示されるので，必要な項目を設定してください。JP1/Base と連携して
JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合，CSV 出力ユティリティを操作でき
る権限を持つ JP1 ユーザのユーザ名とパスワードを入力してください。
• リモートインストールマネージャで，［ファイル］メニューから［CSV ファイル出
力］を選択する
［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックスが表示されます。リモートインス
トールマネージャから起動する場合は，インベントリビューアへのログインは不要
です。また，JP1/Base と連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理している場合も
ログインは不要です。
2. ［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックスで，出力項目や出力先のファイル名を
設定する。
• JP1/NETM/DM Manager の場合
［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックスで，出力範囲を設定します。設定の
詳細は，「9.1.3

CSV 形式ファイルの出力範囲の設定」を参照してください。

• JP1/NETM/DM Client（中継システム）の場合
テンプレート名と出力先のファイル名を設定し，［実行］ボタンをクリックします。
インベントリ情報が，CSV 形式でファイルに出力されます。

9.1.3

CSV 形式ファイルの出力範囲の設定

リレーショナルデータベースを使用している場合，
［CSV 出力ユティリティ］ダイアログ
ボックスで，出力範囲を設定できます。
［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックスで
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の出力範囲の設定方法について次に示します。

（1） テンプレートの設定
CSV 形式で出力するテンプレート名を選択します。

（2） 出力情報の設定
ファイルの列に出力する項目を設定します。あて先属性，システム情報，インストール
済みパッケージ情報，ジョブ実行状況，およびウィルス対策製品テンプレートを選択し
た場合に表示されます。
システム情報テンプレートの「ディスク詳細情報」と「総ディスク容量」の項目は，複
数の項目の総称です。
• ディスク詳細情報
この項目を選択すると，各ドライブの「論理ドライブ」
，「デバイス名」
，「空き容量」
，
および「全ディスク容量」の情報が出力されます。この項目を選択し，さらに「ファ
イルシステム」を選択すると，ディスク詳細情報として「ファイルシステム」も出力
されます。
1 行に一つのドライブ情報が出力されますので，一つのホストの情報が複数行にわ
たって出力されることになります。一つのホストを 1 行で出力したい場合は，この項
目をオフにしてください。
• 総ディスク容量
この項目を選択すると，
「空き容量合計」と「全ディスク容量合計」が出力されます。
「空き容量合計」は，各ドライブの「空き容量」の合計です。「全ディスク容量合計」
は，各ドライブの「全ディスク容量」の合計です。

（3） 出力項目の条件設定
ファイルの行に出力する情報の出力条件を設定します。システム情報，インストール済
みパッケージ情報，ジョブ実行状況，およびウィルス対策製品テンプレートを選択した
場合に表示されます。
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図 9-1 ［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックス（出力項目の条件設定）

左端のチェックボックスをオンにしてから，値を設定してください。指定した条件に対
して，システム情報およびウィルス対策製品テンプレートではホスト単位，インストー
ル済みパッケージ情報テンプレートではパッケージ単位，ジョブ実行状況テンプレート
ではジョブ単位に情報が出力されます。
項目名
比較対象となる項目を設定します。三つまで設定できます。
比較条件
比較条件を選択します。
条件値
比較条件にする値を設定します。次の方法で入力してください。
• 複数指定する場合は，値を「,」で区切る。
（例：値 1, 値 2, 値 3, 値 4）
• 値の範囲を指定する場合は，値を「>」で区切る。
（例：値 1> 値 2）
• ワイルドカードには「*」または「?」を使用する。
「*」は複数の文字，「?」は 1
文字を示す。

システム情報テンプレートの次の項目については，「条件値」に数値を入力してくだ
さい。これらの項目には，比較条件として「ワイルドカード」または「ワイルド
カード以外」を指定できません。
• 実メモリ容量（単位：メガバイト）
• CPU クロック数（単位：メガヘルツ）
• プロセッサ数（単位：個）
• 空き容量（単位：メガバイト）
• 全ディスク容量（単位：メガバイト）
• 利用可能ユーザメモリ容量（単位：メガバイト）
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• 利用可能システムリソース容量（単位：キロバイト）
• VRAM 容量（単位：メガバイト）
• メモリスロットの容量（単位：メガバイト）
• 物理メモリの空き容量（単位：メガバイト）
• 仮想メモリの全容量（単位：メガバイト）
• 仮想メモリの空き容量（単位：メガバイト）
• ページファイルの容量（単位：メガバイト）
• CPU 外部クロック数（単位：メガヘルツ）
• ハードディスクの容量（単位：メガバイト）
• ハードディスクのパーティション数（単位：個）
• マウスのボタン数（単位：個）

次の項目については，
「条件値」に日付のフォーマットを使用して入力してくださ
い。
インストール済みパッケージ情報テンプレート
インストール日時／ソフトウェア検索日時
ジョブ実行状況テンプレート
• サーバ側実行日時
• サーバ側実行予定日時
• サーバ側実行期限
• サーバ側登録予定日時
• あて先別ジョブ実行日時
ウィルス対策製品テンプレート
• 検索日時
• インストール日付※
日付のフォーマットは，数字だけで YYYYMMDDhhmm です。YYYY（西暦）は必
ず入力してください。YYYY（西暦）以外の部分は省略でき，省略した場合は最小
値が設定されます。1 けたの値を指定する場合は前に 0 を入れて，けた数をそろえ
てください。不足したけたがあるとエラーになります。
注※
ウィルス対策製品テンプレートのインストール日付のフォーマットは，数字だ
けで YYYYMMDD です。日付の指定方法は YYYYMMDDhhmm のフォーマッ
トの場合と同じですが，hh および mm の部分を入力するとエラーになります。
日時の指定例を次に示します。
200
エラーになる
2003
2003 年 1 月 1 日 0 時 0 分
2003101
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エラーになる
20031010
2003 年 10 月 10 日 0 時 0 分
200301010101
2003 年 1 月 1 日 1 時 1 分
200312312359
2003 年 12 月 31 日 23 時 59 分
なお，これらに比較条件として「と等しい」，
「以外」，
「と等しい（複数）」
，「ワイル
ドカード」，
「以外（複数）」
，または「ワイルドカード以外」を指定することはでき
ません。
次の項目については，「説明」欄に表示される値を入力してください。これらの項目
には，ワイルドカードの使用や範囲指定はできません。
システム情報テンプレート
• CPU タイプ
• OS
• クライアント
• ドメイン種別
• DHCP
ウィルス対策製品テンプレート
• 言語
• 常駐設定
組み合わせ条件
複数の条件を設定する場合に，「かつ」か「又は」のどちらかを選択します。意味は
次のとおりです。
• かつ
複数の条件のどちらも該当するときに情報を出力します。
• 又は
どちらか一方の条件が該当するときに情報を出力します。
なお，複数の条件を設定する場合，2 列目以降の左端のチェックボックスをオンに
してから，組み合わせ条件を設定してください。
説明
項目名または比較条件の選択が変更された場合，変更に応じた説明が表示されます。

（4） ホストの出力範囲設定
特定のあて先グループ，ID，またはシステム構成に属するホストだけを出力対象にする
場合に設定します。設定しない場合は，すべてのホストが出力対象になります。あて先
属性，システム情報，インストール済みパッケージ情報，ユーザ資産情報，レジストリ
取得項目，ユーザ管理情報，ソフトウェアインベントリ，Microsoft Office 製品，ウィル
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ス対策製品，および起動抑止履歴テンプレートを選択した場合に表示されます。
図 9-2 ［CSV 出力ユティリティ］ダイアログボックス（ホストの出力範囲設定）

範囲選択
出力対象をあて先グループ，ID，またはシステム構成から選択します。デフォルト
はあて先グループです。
直接入力
［ホスト出力範囲の直接指定］ダイアログボックスを表示します。
図 9-3 ［ホスト出力範囲の直接指定］ダイアログボックス

出力するホストをパス（ルート直下からの階層を「¥」で区切った形式）で指定でき
ます。リモートインストールマネージャに表示されている名称で指定してください。
なお，出力対象によって指定するパスの制限が異なります。それぞれのパスの制限
を次に示します。
出力対象があて先グループの場合
• 次の半角記号は使用できません。
「/」「*」
「"」「'」
「:」
「!」「|」
「.」「<」
「>」「?」
「@」「%」
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•「¥」はパスを区切るときだけ使用できます。
• 6 階層以下で指定してください。
• 先頭の文字は「,」以外で指定してください。
出力対象が ID の場合
• 次の半角記号は使用できません。
「/」「*」
「"」「'」
「:」「!」
「|」「.」「<」
「>」「?」
「@」「%」
•「¥」はパスを区切るときだけ使用できます。
• 先頭の文字は「,」以外で指定してください。
出力対象がシステム構成の場合
• 次の半角記号または半角スペースは使用できません。
「!」「"」
「$」「%」
「&」「'」
「(」「)」「=」
「~」「|」
「^」「[」
「]」「{」
「}」
「:」
「;」「+」
「*」「_」
「/」「?」
「>」「<」「,」
「@」「`」
「"」
•「¥」はパスを区切るときだけ使用できます。
• 6 階層以下で指定してください。
• 先頭の文字は「,」以外で指定してください。
参照
［ホスト範囲選択］ダイアログボックスを表示します。
図 9-4 ［ホスト範囲選択］ダイアログボックス

ホストを選択して［追加］ボタンをクリックしてください。
削除
選択したパスを削除します。

（5） 出力先の設定
出力先のファイル名を設定します。
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9.1.4

CSV 形式ファイルへ出力するときの注意事項

CSV 形式ファイルへ出力するときの注意事項を次に示します。
● パッケージ内容を CSV 形式ファイルに出力しているときは，
［パッケージ］ウィンド
ウでパッケージの内容を参照しないでください。CSV 形式ファイルに出力していると
きにパッケージの内容を参照すると，ファイルへの出力処理が失敗する場合がありま
す。
● CSV 出力ユティリティで CSV 形式ファイルを出力するには，必ず 1 件以上のデータ
が登録されている必要があります。データが登録されていない場合は出力できません。

542

9. CSV 出力ユティリティと印刷

9.2 管理情報を印刷する
配布管理システムで管理している情報を印刷する方法について説明します。
［印刷情報の
設定］ダイアログボックスで印刷したい項目を選択し，必要な情報を設定して印刷しま
す。

9.2.1 印刷できる項目
印刷できる情報はウィンドウごとに異なります。印刷できる情報をウィンドウごとに次
の表に示します。
表 9-3 ［システム構成］および［ディレクトリ情報］ウィンドウで印刷できる情報
印刷項目
下位ホスト
属性

印刷情報
キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，タイプ，
下位ホスト名称
キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，MAC ア
ドレス，タイプ，経路，結果通知の保留，ファイル転送中断※ 1，コ
メント，作成日時，更新日時，インベントリ最終更新日時※ 2

インストールパッケージ情報※ 3

キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，パッケー
ジ名称，パッケージ識別 ID，インストール，新バージョン，新世代
番号，旧バージョン，旧世代番号，インストール日時／ソフトウェ
ア検索日時※ 4

システム情報

キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，システム
情報※ 5，値※ 6

レジストリ情報

キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホスト識別子，レジスト
リ取得項目，属性情報，データ

注※ 1
JP1/NETM/DM Manager でだけ印刷できます。
注※ 2
実際に出力される情報を次に示します。
・インストールパッケージ情報最終更新日時
・システム情報最終更新日時
・ユーザインベントリ情報最終更新日時
・レジストリ情報最終更新日時
・ソフトウェアインベントリ情報最終更新日時
・ソフトウェア稼働情報最終更新日時
・適用済みソフトウェア稼働監視ポリシー
・適用済みソフトウェア稼働監視ポリシーバージョン
注※ 3
ソフトウェアインベントリ情報は，印刷できません。
注※ 4
JP1/NETM/DM で配布したソフトウェアの場合は，インストールの完了日時が出力されます。
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また，［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加
と削除］に登録されているソフトウェアの場合も，インストールの完了日時が出力されます。
それ以外のソフトウェアまたはインストールの完了日時が取得できないソフトウェアの場合は，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブで情報を取得した日時が出力されます。
注※ 5
CPU タイプや空きハードディスク容量など，取得済みのシステム情報の項目名をすべて印刷し
ます。
注※ 6
取得したシステム情報をすべて印刷します。

表 9-4 ［あて先］ウィンドウで印刷できる情報
印刷項目

印刷情報

下位ホスト

あて先グループ・ID・キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホ
スト識別子，タイプ，下位のあて先グループまたはホスト名称

属性

あて先グループ・ID・キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホ
スト識別子，MAC アドレス，タイプ，経路，所属グループ，コメ
ント，結果通知の保留，ファイル転送中断※ 1，作成日時，更新日
時，インベントリ最終更新日時※ 2

インストールパッケージ情報※ 3

あて先グループ・ID・キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホ
スト識別子，パッケージ名称，パッケージ識別 ID，インストール，
新バージョン，新世代番号，旧バージョン，旧世代番号，インス
トール日時／ソフトウェア検索日時※ 4

システム情報

あて先グループ・ID・キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホ
スト識別子，システム情報※ 5，値※ 6

ID 管理中継

ID 名称，ID 管理中継の名称

レジストリ情報

あて先グループ・ID・キー項目名称，ホスト名称，IP アドレス，ホ
スト識別子，レジストリ取得項目，属性情報，データ

注※ 1
JP1/NETM/DM Manager でだけ印刷できます。
注※ 2
実際に出力される情報を次に示します。
・インストールパッケージ情報最終更新日時
・システム情報最終更新日時
・ユーザインベントリ情報最終更新日時
・レジストリ情報最終更新日時
・ソフトウェアインベントリ情報最終更新日時
・ソフトウェア稼働情報最終更新日時
・適用済みソフトウェア稼働監視ポリシー
・適用済みソフトウェア稼働監視ポリシーバージョン
注※ 3
ソフトウェアインベントリ情報は，印刷できません。
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注※ 4
JP1/NETM/DM で配布したソフトウェアの場合は，インストールの完了日時が出力されます。
また，［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加
と削除］に登録されているソフトウェアの場合も，インストールの完了日時が出力されます。
それ以外のソフトウェアまたはインストールの完了日時が取得できないソフトウェアの場合は，
「ソフトウェア情報の取得」ジョブで情報を取得した日時が出力されます。
注※ 5
CPU タイプや空きハードディスク容量など，取得済みのシステム情報の項目名をすべて印刷し
ます。
注※ 6
取得したシステム情報をすべて印刷します。

表 9-5 ［パッケージ］ウィンドウで印刷できる情報
印刷項目

印刷情報

パッケージ一覧

キャビネット名称，キャビネット識別 ID，パッケージ名称，パッ
ケージ識別 ID，バージョン，世代番号

属性（キャビネット名称）

キャビネット名称またはパッケージ名称，キャビネット識別 ID，
キャビネット内パッケージ数

属性（パッケージ名称）

パッケージ識別 ID，上位キャビネット名称，バージョン，世代番
号，旧バージョン，旧世代番号，パッケージ容量，転送サイズ，登
録日，満了日付，パッケージ種別，インストールモード，パッケー
ジ圧縮，暗号化の有無，リストア，再起動指定，処理中ダイアログ
表示

表 9-6 ［ジョブ実行状況］ウィンドウで印刷できる情報
印刷項目

印刷情報

属性

フォルダ・ジョブ・ホスト名称

属性（フォルダ名称）

下位フォルダまたはジョブ名称

属性（ジョブまたは ID 名称）

ジョブ種別，完了数・エラー数・拒否数・総数，実行状況，実行日
時，予定日時，実行期限

属性（ホスト名称）

完了数・エラー数・拒否数・総数，実行状況

属性（パッケージ名称）

実行状況，実行状態，進行度，予定日時，実行期限，実行日時，イ
ンストール予定日時

詳細情報

ジョブ名，あて先名称，詳細情報※，値

注※
ジョブ種別によって印刷内容が異なります。ジョブ種別ごとの詳細情報の内容を次の表に示し
ます。
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表 9-7 ジョブ種別ごとの詳細情報の内容
ジョブ種別

詳細情報の内容

• パッケージインストール
• 中継システムまでのパッケージ転送
• クライアントユーザによるインストール

ジョブ種別，パッケージ名称，パッケージ識別
ID，バージョン，世代番号，実行日時，実行状
態，ステータス

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ジョブ種別，実行日時，実行状態，ステータス

システム情報の取得
中継システムのパッケージ一括削除
中継サーバからのコレクトファイル収集
中継サーバのコレクトファイル削除
ソフトウェア情報の取得
ユーザインベントリ情報の取得
レジストリ取得項目の転送
ユーザインベントリ情報の転送
システム構成情報の取得
中継サーバからの結果通知保留
中継サーバからの結果通知の保留解除
ファイル転送の中断
ファイル転送の再開
メッセージの通知
ソフトウェア稼働監視の制御
ソフトウェア稼働情報の取得

リモートコレクト

ジョブ種別，収集先ディレクトリ，収集ファイ
ル名，実行日時，実行状態，ステータス

中継までのリモートコレクト

ジョブ種別，収集ファイル名，実行日時，実行
状態，ステータス

9.2.2

印刷方法

印刷情報を設定して印刷する方法を次に示します。
1. 情報を印刷したいウィンドウをアクティブにし，［ファイル］−［印刷］を選択する。
［印刷情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
図 9-5 ［印刷情報の設定］ダイアログボックス
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印刷項目
印刷項目を設定します。ウィンドウの種類によって，選択できる印刷項目は異な
ります。
印刷情報
印刷情報を選択し，チェックボックスをオンにします。印刷項目に対応して必ず
印刷される情報は，チェックボックスがオンになり，さらに淡色表示されます。
印刷対象
印刷する範囲を選択します。
全体
ウィンドウ内の全情報の印刷イメージを表示します。
選択部分
ウィンドウ内であらかじめ選択しておいた範囲の印刷イメージを表示します。
ウィンドウ内で範囲を選択していない場合は，この項目を選択できません。
［プリンタの設定］ボタン
［プリンタの設定］ダイアログボックスが表示され，印刷に使用するプリンタ，
用紙のサイズなどを設定できます。
なお，印刷倍率を設定しても，使用しているプリンタによっては，拡大または縮
小されない場合があります。このようなときは，フォントサイズを変更して印刷
してください。
［フォントの設定］ボタン
［フォント］ダイアログボックスが表示され，印刷に使用するフォントを設定で
きます。フォントの推奨値を次に示します。
・フォント名：MS ゴシック
・フォントサイズ：8
2. 各項目を設定し，
［OK］ボタンをクリックする。
Windows の［印刷］ダイアログボックスが表示されます。
3. Windows の［印刷］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックする。
印刷が開始されます。
なお，［印刷情報の設定］ダイアログボックスは，［ファイル］メニューの［印刷情報の
設定］または［印刷プレビュー］を選択した場合にも表示されます。
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Asset Information Manager
Limited を操作する
JP1/NETM/DM で取得したインベントリ情報や操作ログなど
の情報を，「Asset Information Manager Limited」の操作画面
から業務目的に合わせて集計できます。
この章では，「Asset Information Manager Limited」の操作方
法について説明します。

10.1 基本操作手順
10.2 機器を管理する
10.3 ライセンス管理
10.4 ソフトウェア適用管理
10.5 ソフトウェア利用管理
10.6 セキュリティ管理
10.7 共通情報の管理
10.8 操作画面およびユーザ権限の変更
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10.1 基本操作手順
この節では，「Asset Information Manager Limited」の操作画面を使用するに当たって，
共通する基本的な操作方法や設定について説明します。

10.1.1

Asset Information Manager Limited へのログインとロ
グアウト

ここでは，「Asset Information Manager Limited」へのログインとログアウトの方法に
ついて説明します。

（1） ログイン
「Asset Information Manager Limited」を使用するには，WWW ブラウザで専用のログ
イン画面を呼び出し，「Asset Information Manager Limited」へログインする必要があ
ります。「Asset Information Manager Limited」へログインする手順を次に示します。
1. WWW ブラウザを起動して，ログイン画面を呼び出す。
ログイン画面を呼び出すには，WWW ブラウザから URL にアクセスします。ログイ
ン画面の URL は，http:// ホスト名 /jp1asset/login.htm です。
「Asset Information Manager Limited」のログイン画面を次の図に示します。
図 10-1

ログイン画面

ユーザ ID
ユーザ ID を入力します。
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パスワード
パスワードを入力します。
［ログイン］ボタン
「Asset Information Manager Limited」にログインし，初期画面が表示されま
す。
［クリア］ボタン
「ユーザ ID」および「パスワード」に指定した値がクリアされます。
2. 「Asset Information Manager Limited」のユーザ ID とパスワードを入力する。
JP1/NETM/DM の管理者（ユーザ ID およびパスワード「dm_admin」
）だけが利用
できます。
注意事項
セキュリティを確保するため，JP1/NETM/DM の管理者のデフォルトのパス
ワードは，ログインしたあとで必ず変更してください。また，定期的なパスワー
ドの変更をお勧めします。
3. ［ログイン］ボタンをクリックする。
「Asset Information Manager Limited」の認証が成功すると，次の図に示す初期画面
が表示されます。
図 10-2

初期画面

（2） ログアウト
1. 画面の右上に表示されている「ログアウト」アンカーをクリックする。
ログアウトが成功すると，
「ログアウトしました。」の文字列が表示されたあと，ログ
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イン画面が表示されます。
この画面から，再度「Asset Information Manager Limited」へログインすることも
できます。ログインする場合は，ユーザ ID とパスワードを入力してください。
なお，ログアウトの操作をしない場合でも，セットアップ時に指定した時間が過ぎると，
自動的にログアウトされます。自動的にログアウトされた場合は，操作画面から業務を
実行したときに，「既にログアウトされています。
」の文字列が表示されたあと，ログイ
ン画面が表示されます。
自動的にログアウトする時間は，［サーバセットアップ］ダイアログボックスの「セッ
ション情報」の「無通信監視時間」で設定します。［サーバセットアップ］ダイアログ
ボックスでの設定方法については，マニュアル「構築ガイド」の「10.2.2 セッション情
報の設定」を参照してください。

10.1.2

各部の名称と使い方

ここでは，「Asset Information Manager Limited」の操作画面の，各部の名称と使い方
について説明します。
操作画面の各部の名称を次の図に示します。
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図 10-3

操作画面の各部の名称

簡易検索条件
部署を検索条件に指定するとき，または更新の値を指定するときに，ツリー上の部
署を選択します。
表示件数
表示件数の入力領域に，検索結果を表示させたい件数を指定して，［検索］ボタンを
クリックすることで，1 ページに表示する検索結果の件数を変更します。指定でき
る件数は 1 〜 1,000 件で，指定した画面だけで有効です。デフォルトの表示件数は
200 件です。
表示件数の入力領域を非表示にして，全画面で同じ件数を表示する場合は，［サーバ
セットアップ］ダイアログボックスの「基本情報」で設定します。表示件数の入力
領域を非表示にする方法については，マニュアル「構築ガイド」の「10.2.3(2) 表
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示件数欄の表示」を参照してください。
カレンダー
カレンダーを使って，日付を指定します。ボタンをクリックすると，カレンダーが
表示されます。
カレンダーを使った日付の指定方法を次の図に示します。
図 10-4

カレンダーを使った日付の指定方法

カレンダーを閉じるときは，カレンダー以外の部分（背景など）をクリックします。
検索条件
選択した業務内容に応じて，
「Asset Information Manager Limited」の資産情報を
検索するための条件が表示されます。
業務メニュー
実行したい業務に合わせて選択します。
ツリー上から実行したい業務メニューを選択すると，各処理に応じた画面が，右側
に表示されます。
検索結果一覧
検索条件と一致する「Asset Information Manager Limited」の資産情報が一覧で表
示されます。この検索結果一覧から選択して，詳細情報の参照や編集などの処理を
行います。
項目のタイトルに▽（または△）が表示されている場合，タイトルをクリックする
と，一覧を昇順または降順にソートできます。
メッセージ表示領域
処理の進行状況を表すメッセージが表示されます。

10.1.3

検索操作の流れ

ここでは，検索条件を指定して「Asset Information Manager Limited」の資産情報を検
索し，検索結果を基に各種処理を行う操作の流れを説明します。検索操作の流れと，各
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手順に該当する操作画面上の位置を次に示します。
図 10-5

検索操作の流れ

1. 業務メニューから実行したい業務（例えば「保有機器一覧」
）を選択する。
選択した業務メニューに応じた画面が表示されます。
2. 簡易検索条件または［参照］ボタンから，部署を選択する。
条件に指定したい部署をツリーから選択すると，簡単に検索条件に指定できます。
一度指定した条件をクリアする場合は，ツリーのトップのアイコンをクリックしてく
ださい。
3. 部署以外の検索条件を指定する。
検索条件は，メニューによって異なります。検索条件を複数指定した場合は，AND
条件で検索されます。
プルダウンで「部分一致」
，「前方一致」または「後方一致」を指定して検索する場合
や，ユーザ名などの「を含む」のラベルが表示される項目の部分一致を検索する場合
は，大文字と小文字，全角と半角，かたかなとひらがなが区別されます。ただし，
Embedded RDB を使用している場合，
［サーバセットアップ］ダイアログボックスで
区別しないで検索するように設定できます。また，Microsoft SQL Server を使用して
いる場合は，データベースの照合順序に従うため，区別しないで検索することもでき
ます。
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4. ［検索］ボタンをクリックする。
検索結果一覧が表示されます。

10.1.4

部署の指定方法

操作画面からアンカーやボタンをクリックして表示されるダイアログボックスでは，［参
照］ボタンを使用して部署を指定します。部署を指定する手順を次に示します。
1. 部署の指定領域の［参照］ボタンをクリックする。
［部署参照］ダイアログボックスが表示されます。
2. ツリーから指定したい部署を選択して，［決定］ボタンをクリックする。
［部署参照］ダイアログボックスが閉じて，選択した部署が指定されます。
部署を選択した状態の［部署参照］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-6 ［部署参照］ダイアログボックス
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10.2 機器を管理する
この節では，「Asset Information Manager Limited」で管理する機器の情報の，検索方
法および編集方法について説明します。タイトルの（）内には，選択するメニューを示
します。

10.2.1

機器の保有台数を調査する（保有機器集計）

任意の管理項目を観点として，保有機器の台数を部署，設置場所ごとや，組織全体にわ
たって集計します。機器種別ごとの台数，リプレース対象の機器の台数を部署または設
置場所ごとに調査できます。また，
「機器状態」を集計観点として「運用」，
「在庫」など
機器状態別に台数を調査したり，
「登録日」を集計観点として導入実績を調査したりする
こともできます。
保有機器の台数は，業務メニュー「保有機器集計」をクリックすると表示される保有機
器集計画面で集計します。保有機器集計画面を次の図に示します。
図 10-7

保有機器集計画面

保有機器集計画面では，運用として扱われる状態の機器が集計されます。

（1） 条件を指定して保有機器を集計する
部署ごと，または設置場所ごとに保有機器を集計するには，検索条件の「集計単位」で
「部署」または「設置場所」を選択します。部署または設置場所で集計する範囲を絞り込
む場合は，簡易検索条件または［参照］ボタンで指定してください。
また，機器状態別や製造者別に保有機器を集計するには，検索条件の「集計観点」で集
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計する項目を選択します。集計項目を変更するには，検索条件の「集計観点」で「資産
情報」または「ハードウェア資産情報」を選択して，右側のプルダウンで詳細情報を選
択します。デフォルトは，「ハードウェア資産情報」の「機器種別」です。

（2） 集計結果の内訳を表示する
集計結果に表示されている「集計観点」で指定した詳細情報のアンカーをクリックする
と，各集計結果の内訳が表示されます。ここから，各機器の詳細情報を表示することも
できます。各機器の詳細情報の参照および編集方法については，「10.2.6

各機器の詳細

情報の管理」を参照してください。
「集計観点」で指定した詳細情報の内訳が表示された画面を次の図に示します。
図 10-8 「集計観点」で指定した詳細情報の内訳が表示された画面（保有機器集計）

（3） 集計結果の表示幅を変更する
集計結果の項目の表示幅を変更できます。表示幅を変更する方法については，
「10.8.3(6)(c)

10.2.2

検索結果リストの項目の幅を設定する」を参照してください。

機器を検索する（保有機器一覧）

保有している機器の中から，目的の機器を検索します。また，検索した機器の情報を変
更することもできます。
機器の検索は，業務メニュー「保有機器一覧」をクリックすると表示される保有機器一
覧画面から実行します。保有機器一覧画面を次の図に示します。
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図 10-9

保有機器一覧画面

保有機器一覧画面では，運用として扱われる状態の機器が検索されます。
検索条件に IP アドレスを指定して部分一致または前方一致で検索する場合，2 けた以下
の数値の指定方法に注意してください。例えば，
「33.22.1」を指定して検索すると，
「33.22.100.XXX」〜「33.22.199.XXX」が検索されます。そのため，「33.22.1.XXX」を
検索したいときは，
「33.22.1.」とピリオドを入力するか，または「33.22.001」のように
前ゼロを入力してください。また，
「XXX.22.1.XXX」を検索したいときは，
「.22.1.」ま
たは「022.001」と指定してください。
機器の詳細情報を表示する
検索結果の一覧で「資産番号」のアンカーをクリックすると，［機器詳細］ダイアロ
グボックスが表示されて，機器の詳細情報を参照および編集できます。各機器の詳
細情報の参照および編集方法については，「10.2.6 各機器の詳細情報の管理」を参
照してください。

10.2.3

利用されていない機器を検索する（不稼働機器一覧）

利用されていない機器の有無を調査します。各部署からの機器の配布要求に対して，利
用されていない機器を割り当てられるため，効率良く資産を運用できます。
利用されていない機器とは，一定期間情報が更新されていない機器を指します。利用さ
れていない機器は，業務メニュー「不稼働機器一覧」をクリックすると表示される不稼
働機器一覧画面から検索します。不稼働機器一覧画面を次の図に示します。
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図 10-10 不稼働機器一覧画面

不稼働機器一覧画面では，使用中として扱われる状態の機器の中から，検索条件「稼働
日付」に指定した期間利用されていない機器が検索されます。
不稼働機器一覧には，稼働状況を管理する対象となっている機器だけが表示されます。
稼働状況を管理するかどうかは，［機器詳細］ダイアログボックスで設定できます。
インベントリ情報を収集した日から一定期間，情報の更新がない機器が不稼働機器とし
て検索されます。

（1） 機器の詳細情報を表示する
検索結果の一覧で「資産番号」のアンカーをクリックすると，［機器詳細］ダイアログ
ボックスが表示されて，機器の詳細情報を参照および編集できます。各機器の詳細情報
の参照および編集方法については，「10.2.6

各機器の詳細情報の管理」を参照してくだ

さい。

（2） 不稼働機器の状態を一括で変更する
不稼働の機器を一括で「廃棄」状態にする場合を例に，不稼働機器の管理情報を変更す
る手順を次に示します。
1. 必要に応じて検索条件「部署」および「設置場所」を指定し，「機器状態」に「運用」
を指定して，［検索］ボタンをクリックする。
条件に一致する機器が検索されます。
2. ［全選択］ボタンをクリックして，
［一括変更］ボタンをクリックする。
［変更情報設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. 「機器状態」のチェックボックスをオンにする。
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4. 「機器状態」のプルダウンから「廃棄」を選択する。
「機器状態」に「廃棄」が指定されます。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
［変更情報設定］ダイアログボックスが閉じて，「機器状態」が「運用」の機器が「廃
棄」に変更されます。
［変更情報設定］ダイアログボックスでは，変更したい項目を，チェックボックスを
オンにして選択します。登録されている値を削除するには，チェックボックスをオン
にしたあと，値を設定しないで［更新］ボタンをクリックしてください。ただし，
「機器状態」，
「稼働管理種別」，
「機器種別」の値は削除できません。
機器状態に「廃棄」を指定した状態の［変更情報設定］ダイアログボックスを次の図
に示します。
図 10-11 ［変更情報設定］ダイアログボックス

10.2.4

機器の管理情報を変更する（一括変更）

機器の管理情報である「部署」などを一括して変更します。
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機器の管理情報の一括変更は，業務メニュー「一括変更」をクリックすると表示される
一括変更画面から実行します。一括変更画面を次の図に示します。
図 10-12 一括変更画面

「資産番号」のアンカーをクリックすると，各機器の詳細情報を参照および編集できま
す。

（1） 部署を変更する
機器の管理部署を「資産管理部」から「総務部」に変更する場合を例に，機器の管理情
報の変更手順を次に示します。
1. 検索条件「部署」に「本社／資産管理部」を指定して，［検索］ボタンをクリックす
る。
資産管理部で使用している機器が検索されます。
2. ［全選択］ボタンをクリックして，
［決定］ボタンをクリックする。
［変更情報設定］ダイアログボックスが表示されます。
3. 「部署」のチェックボックスをオンにする。
4. 「部署」の［参照］ボタンをクリックして，
［部署参照］ダイアログボックスから「総
務部」を選択する。
「部署」に「本社／総務部」が指定されます。
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キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
［変更情報設定］ダイアログボックスが閉じて，資産管理部が使用していた機器の管
理部署が総務部に変更されます。
［変更情報設定］ダイアログボックスでは，変更したい項目を，チェックボックスを
オンにします。登録されている値を削除するには，チェックボックスをオンにしたあ
と，値を設定しないで［更新］ボタンをクリックしてください。
［変更情報設定］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-13 ［変更情報設定］ダイアログボックス

10.2.5

機器の変更履歴を管理する（変更履歴）

システム装置の CPU，メモリサイズ，ディスク容量の変更履歴を管理します。メモリサ
イズやディスク容量の変化を参照して，メモリ，ハードディスクドライブなどの増設や
取り外しがあったことを確認できます。また，IP アドレスおよび MAC アドレスの変更
履歴も管理できます。
機器の変更履歴は，インベントリ情報を登録する際に取得されます。
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機器の変更履歴の管理は，業務メニュー「変更履歴」をクリックすると表示される変更
履歴画面から実行します。変更履歴画面を次の図に示します。
図 10-14 変更履歴画面

検索結果一覧で，「資産番号」のアンカーをクリックすると，
［機器詳細］ダイアログ
ボックスが表示されて，該当する機器の詳細を参照できます。

（1） 期間を指定して変更履歴を取得する
変更履歴画面では，機器の変更履歴として取得したい期間を，検索条件に指定します。
検索を実行することで，指定した期間での，機器の CPU，メモリおよびディスク容量に
関する変更履歴を調査できます。
「機器の CPU，メモリおよびディスク容量に変更があった時期を知りたい」
，「機器ごと
のシステム装置に関する変更履歴を知りたい」というようなときには，管理している部
署を選択し，「変更日付」に履歴を知りたい期間の開始日と終了日を指定して検索しま
す。
開始日を省略して終了日だけを指定した場合，インベントリ情報を取得した日付のうち，
最も古い日付から終了日までの履歴が取得されます。
また，終了日を省略して開始日だけを指定した場合，開始日から最新の日付までの履歴
が取得されます。

（2） ネットワークアドレスの変更履歴を取得する
IP アドレスまたは MAC アドレスに変更があったかどうかを知りたい場合は，検索条件
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に「ネットワークアドレス」を指定します。
ネットワークアドレス（IP アドレスおよび MAC アドレス）の変更履歴を取得するには，
あらかじめ業務メニュー「変更履歴取得項目」で，変更履歴を取得する項目として IP ア
ドレスまたは MAC アドレスを設定しておく必要があります。変更履歴として取得する
項目の設定については，
「10.8.6 変更履歴として取得する項目の選択（変更履歴取得項
目）」を参照してください。
「ネットワークアドレス」には，「IP アドレス - MAC アドレス」の形式で，IP アドレス
と MAC アドレスが表示されます。ただし，どちらか片方だけを変更履歴として取得す
る設定になっている場合は，片方だけが表示されます。
注意事項
ネットワークアドレスの変更履歴は，MAC アドレスの値をキーにして取得されま
す。そのため，変更履歴として MAC アドレスを取得しない設定になっている場合，
IP アドレスの変更がないときも変更履歴が取得されることがあります。

10.2.6

各機器の詳細情報の管理

ここでは，各機器の詳細情報の管理について説明します。各機器の詳細情報は，各業務
で検索または集計した結果から，
［機器詳細］ダイアログボックスとして表示します。
［機器詳細］ダイアログボックスでは，機器に関するさまざまな情報を参照したり，編集
したりします。［機器詳細］ダイアログボックスで参照できる情報と表示されるタブを次
に示します。
• 機器の詳細情報（
［機器］タブ）
• ネットワーク情報（
［ネットワーク］タブ）
• 機器にインストールされているソフトウェアの情報（［ソフトウェア］タブ）
• パッチ情報（
［パッチ情報］タブ）
• ウィルス対策ソフトウェアの情報（［ウィルス対策］タブ）
• インベントリ情報（
［インベントリ］タブ）
• 変更履歴（
［変更履歴］タブ）

（1） 機器の詳細情報を参照および変更する（［機器］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［機器］タブでは，「部署」などの情報を参照および
編集します。［機器詳細］ダイアログボックスの［機器］タブを次の図に示します。
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図 10-15 ［機器詳細］ダイアログボックスの［機器］タブ

（a） 稼働管理の対象に設定する
機器を稼働状況の管理対象にするかどうかを設定します。稼働状況の管理対象に設定す
ることで，業務メニュー「不稼働機器一覧」での検索対象にできます。
稼働状況の管理対象にするには，「稼働管理種別」を「稼働管理対象」に設定します。
（b） 部署を変更する
機器を使用している部署を変更します。［機器詳細］ダイアログボックスで変更した値
は，配布管理システムで管理しているインベントリ情報と異なっていても上書きされま
せん。
［機器詳細］ダイアログボックスで設定した値より，業務メニュー「IP グループ管理」で
作成した部署別 IP グループに対応した値を優先させる場合は，タスク「データメンテナ
ンス」で，IP グループに対応した値で上書きするように設定できます。タスク「データ
メンテナンス」の実施内容を選択する方法については，マニュアル「構築ガイド」の
「10.7.2 タスク「データメンテナンス」で実施する作業の指定」を参照してください。
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（c） 機器状態を変更する
機器の状態を変更します。
機器状態を「返却」
，「廃棄」または「仮廃棄」の状態にすると，Windows のタスクスケ
ジューラに登録されたタスク「データメンテナンス」の実行時に，該当する機器の関連
情報がすべて削除されます。
なお，操作画面から更新したものについても同様に削除されます。
機器の状態は，「在庫」，
「運用」，
「返却」，
「廃棄」，
「仮廃棄」および「抹消」から選択で
きます。

（2） ネットワーク情報を参照および変更する（［ネットワーク］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［ネットワーク］タブでは，「IP アドレス」と関連す
るネットワーク情報を参照および編集します。
［機器詳細］ダイアログボックスの［ネッ
トワーク］タブを次の図に示します。
図 10-16 ［機器詳細］ダイアログボックスの［ネットワーク］タブ

（a） IP アドレスを追加する
IP アドレスを追加する手順を次に示します。
1. ［新規登録］ボタンをクリックする。
［ネットワーク情報登録］ダイアログボックスが表示されます。
未使用の IP アドレスを検索する必要がない場合は，手順 7. に進んでください。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
2. 未使用の IP アドレスを検索して指定する場合は，
［参照］ボタンをクリックする。
［未使用 IP アドレス一覧］ダイアログボックスが表示されます。
3. 指定したい IP グループに応じてタブを選択する。
4. 必要に応じて検索条件を指定して，
［検索］ボタンをクリックする。
IP グループが検索されます。
5. 指定したい「IP グループ名」のラジオボタンを選択状態にして，［決定］ボタンをク
リックする。
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［未使用 IP アドレス］ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
6. 指定したい「未使用 IP アドレス」のラジオボタンを選択状態にして［決定］ボタン
をクリックする。
IP アドレスが指定されます。
7. ［ネットワーク情報登録］ダイアログボックスで［登録］ボタンをクリックする。
指定した値で IP アドレスが追加されます。

「DHCP サーバ名」と「IP アドレス」を両方指定すると，指定した IP アドレスは登録さ
れますが，利用されていると見なされません。そのため，未使用の IP アドレスのままと
なります。
（b） ネットワーク情報を編集する
「IP アドレス」のアンカーをクリックすると表示される［ネットワーク情報詳細］ダイア
ログボックスでは，各 IP アドレスに対応する次の情報を参照および編集できます。
［ネットワーク情報詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-17 ［ネットワーク情報詳細］ダイアログボックス

ネットワーク情報を編集して［更新］ボタンをクリックすると，指定した内容でネット
ワーク情報を更新できます。また，IP アドレスのチェックボックスをオンにして［削除］
ボタンをクリックすると，ネットワーク情報を削除できます。キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
● インベントリ情報に合わせて削除する場合
インベントリ情報に合わせて，ネットワーク情報を削除するかどうかを「インベント
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リ取り込み制御」で設定できます。インベントリ情報が収集されなかった機器は，
ネットワーク上から削除されたものとして扱う場合，「インベントリ情報に対応する情
報がないとき削除する」に設定します。
ただし，ネットワークに接続されていない機器や UNIX マシンなど，操作画面から登
録した情報の場合は，「インベントリ情報に対応する情報がないとき削除しない」を設
定してください。デフォルトは「インベントリ情報に対応する情報がないとき削除し
ない」になっています。

（3） インストールされているソフトウェアを参照および変更する（［ソ
フトウェア］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［ソフトウェア］タブでは，機器にインストールされ
ているソフトウェアの情報を参照および編集します。
［機器詳細］ダイアログボックスの
［ソフトウェア］タブを次の図に示します。
図 10-18 ［機器詳細］ダイアログボックスの［ソフトウェア］タブ

「インストールソフトウェア名」には，インストールソフトウェア名，バージョンに加え
て，ファイル名が登録されている場合は，ファイル名，ファイルサイズ，ファイル日付
が表示されます。また，パッケージ識別 ID を取得している場合は，パッケージ元属性お
よびパッケージ識別 ID も表示されます。
● インベントリ情報に合わせて削除する場合
インベントリ情報に合わせて，インストールされているソフトウェアの情報を削除す
るかどうかを，
「インベントリ取り込み制御」で設定できます。インベントリ情報が収
集されなかったソフトウェアは，その機器からアンインストールされたものとして扱
う場合，
「インベントリ情報に対応する情報がないとき削除する」を設定してくださ
い。
（a） インストールソフトウェア情報を編集する
「インストールソフトウェア名」のアンカーをクリックすると表示される［インストール

569

10.

Asset Information Manager Limited を操作する

ソフトウェア情報詳細］ダイアログボックスでは，インストールされているソフトウェ
アのプロダクト ID，インストール日およびインベントリ取り込み制御の設定を変更でき
ます。
［インストールソフトウェア情報詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-19 ［インストールソフトウェア情報詳細］ダイアログボックス

Microsoft Office のプロダクト ID は自動的に登録されますが，それ以外のプロダクト ID
は［機器詳細］ダイアログボックスの［ソフトウェア］タブで登録します。
各項目を編集して［更新］ボタンをクリックすると，指定した内容でインストールソフ
トウェア情報を更新できます。また，［削除］ボタンをクリックすると，インストールソ
フトウェア情報を削除できます。キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックし
てください。
（b） Microsoft Office のコンポーネントの情報を参照する
Microsoft Office に含まれるコンポーネントの情報を参照できます。
「プロダクト ID」の
アンカーをクリックすると，［コンポーネント詳細］ダイアログボックスが表示されて，
コンポーネントの情報を参照できます。
なお，コンポーネント情報の追加および削除はできません。
［コンポーネント詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。
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図 10-20 ［コンポーネント詳細］ダイアログボックス

（c） インストールされているソフトウェア名を追加する
UNIX やネットワークに接続されていない機器にインストールされているソフトウェア
名を登録できます。
インストールされているソフトウェア名を追加する手順を次に示します。
1. ［追加］ボタンをクリックする。
［インストールソフトウェア情報追加］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「インストールソフトウェア名」の［参照］ボタンをクリックする。
［インストールソフトウェアリスト参照］ダイアログボックスが表示されます。
3. 必要に応じて検索条件を指定して［検索］ボタンをクリックする。
条件に一致するインストールソフトウェア名が検索されます。
4. 登録したい「インストールソフトウェア名」のラジオボタンを選択状態にして，
［決
定］ボタンをクリックする。
［インストールソフトウェアリスト参照］ダイアログボックスが閉じて，指定したイ
ンストールソフトウェアの情報が［インストールソフトウェア情報追加］ダイアログ
ボックスに追加されます。
5. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容が登録されます。
［インストールソフトウェア情報追加］ダイアログボックスからインストールされている
ソフトソフトウェア名を追加する流れを次の図に示します。
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図 10-21 インストールされているソフトウェア名を追加する流れ

（d） インストールされているソフトウェア名を削除する
インストールされているソフトウェア名を削除するには，削除したいソフトウェアの
チェックボックスをオンにして，［削除］ボタンをクリックします。

（4） パッチ情報を参照および追加する（［パッチ情報］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［パッチ情報］タブでは，機器に適用されているパッ
チ情報を参照および追加します。
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［機器詳細］ダイアログボックスの［パッチ情報］タブを次の図に示します。
図 10-22 ［機器詳細］ダイアログボックスの［パッチ情報］タブ

（a） パッチ情報を参照する
パッチ情報を参照する手順を次に示します。
1. プルダウンから参照したい情報を選択する。
「適用」，
「未適用」または「（空白）
」を選択してください。「適用」と「未適用」の両
方のパッチ状態を参照する場合には，
「（空白）
」を選択します。
2. ［表示］ボタンをクリックする。
選択した情報のパッチ情報が表示されます。
（b） パッチ情報を追加する
適用のパッチ情報を追加する手順を次に示します。
1. ［追加］ボタンをクリックする。
［パッチ情報追加］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「パッチ名」の［参照］ボタンをクリックする。
［パッチリスト参照］ダイアログボックスが表示されます。
3. 必要に応じて検索条件を指定して［検索］ボタンをクリックする。
条件に一致するパッチ名が検索されます。
また，新規にパッチ情報を追加したい場合は，
［新規登録］ボタンをクリックすると
表示される［パッチリスト登録］ダイアログボックスで，パッチ名およびバージョン
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を指定してください。［登録］ボタンをクリックすると，パッチ情報が登録されます。
4. 登録したい「パッチ名」のラジオボタンを選択状態にして，［決定］ボタンをクリッ
クする。
［パッチリスト参照］ダイアログボックスが閉じて，指定したパッチの情報が［パッ
チ情報追加］ダイアログボックスに追加されます。
5. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容が登録されます。
［パッチ情報追加］ダイアログボックスからパッチ情報を追加する流れを次の図に示しま
す。
図 10-23 適用されているパッチ情報を追加する流れ

（5） ウィルス対策ソフトウェア情報を参照および追加する（［ウィルス
対策］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［ウィルス対策］タブは，機器にインストールされて
いるウィルス対策ソフトウェアのウィルス定義情報を参照および追加します。
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［機器詳細］ダイアログボックスの［ウィルス対策］タブを次の図に示します。
図 10-24 ［機器詳細］ダイアログボックスの［ウィルス対策］タブ

（a） ウィルス定義情報を参照する
ウィルス定義情報を参照する手順を次に示します。
1. プルダウンから参照したい情報を選択する。
プルダウンには，ウィルス対策ソフトウェア名，ウィルス対策ソフトウェアバージョ
ンが表示されます。表示させたい情報を選択してください。
2. ［表示］ボタンをクリックする。
選択した情報のウィルス定義情報が表示されます。
（b） ウィルス定義情報を追加する
インストールされているウィルス定義情報を追加できます。
ウィルス定義情報を追加する手順を次に示します。
1. ［追加］ボタンをクリックする。
［ウィルス定義情報追加］ダイアログボックスが表示されます。
2. 「ウィルス対策ソフトウェア名」の［参照］ボタンをクリックする。
［ウィルス定義情報参照］ダイアログボックスが表示されます。
3. 必要に応じて検索条件を指定して［検索］ボタンをクリックする。
条件に一致するウィルス対策ソフトウェア名が検索されます。
4. 「ウィルス対策ソフトウェア名」のラジオボタンを選択状態にする。
ウィルス定義バージョンを登録する場合は，
「ウィルス対策ソフトウェア名」のアン
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カーをクリックすると表示される［ウィルス定義バージョン参照］ダイアログボック
スで，登録したい「ウィルス定義バージョン」のラジオボタンを選択状態にしてくだ
さい。
5. ［決定］ボタンをクリックする。
［ウィルス定義バージョン参照］ダイアログボックスが閉じて，指定したウィルス定
義バージョンの情報が［ウィルス定義情報追加］ダイアログボックスに追加されま
す。
6. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容が登録されます。
［ウィルス定義情報追加］ダイアログボックスからウィルス対策ソフトウェアを追加する
流れを次の図に示します。
図 10-25 インストールされているウィルス対策ソフトウェアを追加する流れ
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（6） インベントリ情報を参照する（［インベントリ］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［インベントリ］タブでは，配布管理システムのデー
タベースからインベントリ情報を直接参照します。配布管理システムとの接続環境が正
しくない場合，および配布管理システムのインベントリ情報と引き当てられていない機
器の場合は，表示されません。
［機器詳細］ダイアログボックスの［インベントリ］タブ
を次の図に示します。
図 10-26 ［機器詳細］ダイアログボックスの［インベントリ］タブ

一覧では，［インベントリ］タブを表示した時点での，配布管理システムのデータベース
で管理している最新のインベントリ情報を参照できます。

（7） 変更履歴を参照する（［変更履歴］タブ）
［機器詳細］ダイアログボックスの［変更履歴］タブでは，移管履歴，機器構成の変更履
歴，および機器にインストールされたソフトウェアの変更履歴を参照します。
［機器詳
細］ダイアログボックスの［変更履歴］タブを次の図に示します。
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図 10-27 ［機器詳細］ダイアログボックスの［変更履歴］タブ

変更履歴を参照する手順を次に示します。
1. プルダウンから参照したい情報を選択する。
「移管」
，「ハードウェア」または「ソフトウェア」を選択してください。
2. ［表示］ボタンをクリックする。
選択した情報の変更履歴が表示されます。
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10.3 ライセンス管理
この節では，ライセンス管理に関する資産管理業務の実行方法について説明します。
ライセンス管理では，機器にインストールされているソフトウェアの変更履歴を管理し
ます。
ライセンス管理に関する業務は，業務カテゴリ「ライセンス管理」の下に表示されます。
各メニューから実行できる操作について，画面を示しながら説明します。各タイトルの
（）内には，選択するメニューを示します。

10.3.1 インストールソフトウェアの変更履歴を管理する
（変更履歴）
機器にインストールされているソフトウェアの変更履歴を管理します。
ソフトウェアの変更履歴は，インベントリ情報を「Asset Information Manager
Limited」のデータベースに登録する際に取得されます。
インベントリ情報から取得した内容を操作画面から変更した場合でも，変更履歴に残り
ます。ただし，操作画面から追加したインストールソフトウェアの情報を，インベント
リ情報と引き当てる前に削除した場合は，変更履歴として取得されません。
ソフトウェアの変更履歴の管理は，業務メニュー「変更履歴」をクリックすると表示さ
れる変更履歴画面から実行します。変更履歴画面を次の図に示します。
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図 10-28 変更履歴画面

変更履歴の検索結果一覧で，「資産番号」のアンカーをクリックすると，
［機器詳細］ダ
イアログボックスが表示されて，該当するソフトウェアの詳細を参照できます。

（1） 期間を指定して変更履歴を取得する
変更履歴画面では，インストールソフトウェアの変更履歴として取得したい期間を，検
索条件に指定します。検索を実行することで，指定した期間で，機器にどのようなソフ
トウェアがインストールされているかを調査できます。また，特定のソフトウェアをイ
ンストールしたことのある機器を調査するためにも役立ちます。
「機器にインストールされているソフトウェアのインストール時期を知りたい」
，「機器ご
とのソフトウェアの情報に関する変更履歴を知りたい」というようなときには，管理し
ている部署を選択し，「変更日付」に履歴を知りたい期間の開始日と終了日を指定して検
索します。
開始日を省略して終了日だけを指定した場合，インベントリ情報を取得した日付のうち，
最も古い日付から終了日までの履歴が取得されます。
また，終了日を省略して開始日だけを指定した場合，開始日から最新の日付までの履歴
が取得されます。
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（2） 変更履歴として取得される情報
変更履歴として取得される情報は，Windows の［コントロールパネル］の［アプリケー
ションの追加と削除］
（または［プログラムの追加と削除］）で設定できるソフトウェア
の情報です。
配布管理システムからインベントリ情報を取得する際に，次の情報に変更があった場合，
履歴が取得されます。なお，ソフトウェアインベントリ情報は取得されませんので注意
してください。
• インストールパッケージ情報
• Microsoft Office 情報
また，「Asset Information Manager Limited」の操作画面から次の項目を編集すると履
歴が取得されます。
• ファイル日付
• ファイル名
• ファイルサイズ
• インストールソフトウェア名
• バージョン
• パッケージ識別 ID
• パッケージ元属性
なお，固有情報に追加した管理項目の変更履歴は取得されません。
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10.4 ソフトウェア適用管理
この節では，ソフトウェア適用に関する資産管理業務の実行方法について説明します。
ソフトウェア適用管理では，機器にインストールされているソフトウェアの適用状況を
確認できます。また，選択した機器に対してソフトウェアを配布できます。さらに，ソ
フトウェアの配布状況を確認することもできます。
ソフトウェア適用管理に関する業務は，業務カテゴリ「ソフトウェア適用管理」の下に
表示されます。各メニューから実行できる操作について，画面を示しながら説明します。
各タイトルの（）内には，選択するメニューを示します。
業務メニュー「ソフトウェア適用状況」および「配布状況」から業務を実行するには，
事前に次の作業をしてください。
● 配布管理システムからインストールソフトウェア情報を取り込む。
● 配布するソフトウェアをパッケージングしておく。
パッケージング方法については，
「2.1 パッケージングの方法」を参照してください。

10.4.1

ソフトウェアの適用状況を管理する（ソフトウェア
適用状況）

機器にパッチ，ウィルス対策ソフトウェアなどのソフトウェアがインストールされてい
るかどうかを調査するために，条件を指定して機器を検索します。また，ソフトウェア
がインストールされていない機器に対して，パッケージング済みのソフトウェアを配布
します。
ソフトウェアの適用状況は，業務メニュー「ソフトウェア適用状況」をクリックすると
表示されるソフトウェア適用状況画面から管理します。この画面の検索結果から選択し
た対象機器をインストール先としてジョブが実行され，選択したパッケージが転送およ
びインストールされます。また，インストール先にあて先グループを指定することもで
きます。
ソフトウェアの適用状況を調査して，対策が必要な機器にパッケージをインストールす
るまでの流れを次に示します。
1. ソフトウェアの適用状況を調査して，対策が必要な機器を指定する。
［対象機器］タブでソフトウェア名や適用状態などを条件に検索して，パッケージを
インストールしたい機器を選択します。［対象機器］タブでの操作については，
「種
別」で選択したメニューに従って，「(1) インストールソフトウェアの適用状況を検
索する」，
「(2) パッチの適用状況を検索する」
，および「(3)

ウィルス対策ソフト

ウェアの適用状況を検索する」をそれぞれ参照してください。
また，インストール先を［あて先］タブで指定することもできます。［あて先］タブ
での操作については，「(4) インストール先にあて先を指定する」を参照してくださ
い。
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2. 配布したいパッケージを選択する。
［パッケージ］タブで機器にインストールしたいパッケージを選択します。［パッケー
ジ］タブでの操作については，
「(5) インストールするパッケージを選択する」を参
照してください。
3. パッケージのインストールを実行する。
手順 1. および手順 2. で設定した値でパッケージをインストールします。インストー
ルの実行については，
「(6) パッケージのインストールを実行する」を参照してくだ
さい。

（1） インストールソフトウェアの適用状況を検索する
インストールソフトウェアの適用状況を確認し，検索結果の一覧からインストールの対
象機器を選択します。
例えば，インストールが義務づけられているソフトウェアがインストールされていない
機器に，該当するソフトウェアをインストールするように指示できます。
「種別」のプルダウンで「インストールソフトウェア情報」を選択した場合のソフトウェ
ア適用状況画面を次の図に示します。
図 10-29 ソフトウェア適用状況画面の［対象機器］タブ（インストールソフトウェア情
報）

この場合，パッチ，ウィルス対策ソフトウェア以外のソフトウェアが対象となります。
保存してある検索条件を利用する場合は，
［読込］ボタンをクリックして条件を選択しま
す。
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新規に検索条件を指定して適用状況を確認し，検索結果の一覧からインストールの対象
機器を選択する手順を次に示します。
1. 「部署」
，「検索範囲」および「検索対象」に，検索条件とするインストールソフト
ウェアを指定する。
「検索範囲」と「検索対象」は，それぞれ次のように指定してください。
• 検索範囲
インストールしたいソフトウェアの前提となるソフトウェア（例えば，Windows
2000 Professional）を指定してください。
• 検索対象
インストールされているかどうかを知りたいソフトウェア（例えば，Service Pack
4）を指定してください。指定したソフトウェアがインストールされていない機器
を検索したい場合は，「指定したソフトウェアがインストールされていない機器を
検索する」のチェックボックスをオンにしてください。
条件とするソフトウェアは，［参照］ボタンをクリックして表示される［ソフトウェ
ア検索］ダイアログボックスで，インストールソフトウェアを検索した結果から選択
できます。
なお，「検索範囲」および「検索対象」に複数のソフトウェアを指定した場合は，そ
れぞれのソフトウェアが OR 条件で検索されます。
2. ［検索］ボタンをクリックする。
検索が実行され，「検索範囲」に指定したソフトウェアがインストールされていて，
「検索対象」に指定したソフトウェアがインストールされている（またはインストー
ルされていない）機器が，検索結果として表示されます。
なお，一度指定した検索条件を保存しておくことで，次回からそれを読み込んで利用
できます。保存する際は，検索条件の内容がわかるような名称を指定することをお勧
めします。
3. 検索結果の一覧で，インストールの対象とする機器のチェックボックスをオンにす
る。
チェックした機器がソフトウェアのインストール対象となります。なお，チェックで
きるのはインベントリ情報を取り込んだ機器だけです。

（2） パッチの適用状況を検索する
パッチの適用状況を確認して，パッチを適用する必要がある機器を選択します。
例えば，最新のパッチが適用されていない機器に該当するパッチを配布することで，セ
キュリティ対策が実施できます。
検索対象は，JP1/NETM/DM Client がインストールされている機器だけです。
「種別」のプルダウンで「パッチ情報」を選択した場合のソフトウェア適用状況画面を次
の図に示します。
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図 10-30 ソフトウェア適用状況画面の［対象機器］タブ（パッチ情報）

保存してある検索条件を利用する場合は，
［読込］ボタンをクリックして条件を選択しま
す。
パッチが未適用の機器を検索して，検索結果の一覧から適用する対象機器を選択する手
順を次に示します。
1. 「検索するパッチ名」の［追加］ボタンをクリックする。
［パッチ検索］ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要に応じて条件を指定してパッチを検索する。
条件に一致するパッチが一覧で表示されます。
3. 適用状況を確認したいパッチのチェックボックスをオンにして，
［決定］ボタンをク
リックする。
選択したパッチが「検索するパッチ名」に指定されます。
必ず一つ以上パッチ名を指定してください。
削除する場合は，
「検索するパッチ名」で削除したいパッチの［削除］ボタンをク
リックします。
4. 「適用状態」のプルダウンから「未適用」を選択する。
指定したパッチが適用の機器を検索する場合は「適用」を，適用および未適用の機器
の両方を検索する場合は「
（空白）」を選択します。
5. ［検索］ボタンをクリックする。
指定したパッチの少なくとも一つが未適用である機器が，一覧で表示されます。
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なお，一度指定した検索条件を保存しておくことで，次回からそれを読み込んで利用
できます。保存する際は，条件の内容がわかるような名称を指定することをお勧めし
ます。
6. 検索結果の一覧で，適用の対象とする機器のチェックボックスをオンにする。
チェックした機器がパッチを適用する対象となります。なお，チェックできるのはイ
ンベントリ情報を取り込んだ機器だけです。

（3） ウィルス対策ソフトウェアの適用状況を検索する
ウィルス対策ソフトウェアやウィルス定義ファイルの適用状況を確認して，必要なソフ
トウェアや定義ファイルをインストールする機器を選択します。
例えば，最新のウィルス定義バージョンのウィルス対策ソフトウェアがインストールさ
れていない機器に，該当するウィルス対策ソフトウェアを配布することで，ウィルス対
策が実施できます。
検索対象は，JP1/NETM/DM Client がインストールされている機器だけです。
「種別」のプルダウンで「ウィルス定義情報」を選択した場合のソフトウェア適用状況画
面を次の図に示します。
図 10-31 ソフトウェア適用状況画面の［対象機器］タブ（ウィルス定義情報）

保存してある検索条件を利用する場合は，［読込］ボタンをクリックして条件を選択しま
す。
必要なウィルス対策ソフトウェアやウィルス定義ファイルをインストールしていない機
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器を検索して，検索結果の一覧からインストールの対象機器を選択する手順を次に示し
ます。
1. 検索条件を指定する。
ウィルス対策ソフトウェアは，
［参照］ボタンをクリックして表示される［ウィルス
定義情報参照］ダイアログボックスで選択できます。
「ウィルス対策ソフトウェア名」
を指定すると，
「ウィルス対策ソフトウェアバージョン」および「エンジンバージョ
ン」も一緒に指定されます。
指定したバージョンのソフトウェアがインストールされていない機器を検索したい場
合は，
「指定したバージョンのソフトウェアがインストールされていない機器を検索
する」のチェックボックスをオンにしてください。
2. ［検索］ボタンをクリックする。
条件に一致する機器が一覧で表示されます。
なお，一度指定した検索条件を保存しておくことで，次回からそれを読み込んで利用
できます。保存する際は，条件の内容がわかるような名称を指定することをお勧めし
ます。
3. 検索結果の一覧で，インストールの対象とする機器のチェックボックスをオンにす
る。
チェックした機器がソフトウェアのインストール対象となります。なお，チェックで
きるのはインベントリ情報を取り込んだ機器だけです。

（4） インストール先にあて先を指定する
ソフトウェア適用状況画面の［あて先］タブで，あて先グループからインストール先を
指定できます。インストール先は，
［対象機器］タブでの指定と同時に指定することもで
きます。［あて先］タブを次の図に示します。
図 10-32 ソフトウェア適用状況画面の［あて先］タブ

インストール先を選択する手順を次に示します。
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1. ［追加］ボタンをクリックする。
［あて先グループ一覧］ダイアログボックスが表示されます。すべてのあて先グルー
プが表示されます。
2. インストール先に指定したい「あて先グループ」のアンカーをクリックする。
あて先の一覧が表示されたダイアログボックスが表示され，あて先を確認できます。
3. ［閉じる］ボタンをクリックする。
あて先の一覧が表示されたダイアログボックスが閉じます。
4. インストール先に指定したい「あて先グループ」のチェックボックスをオンにして，
［決定］ボタンをクリックする。
チェックしたあて先グループが，インストール先として，ソフトウェア適用状況画面
の［あて先］タブに表示されます。表示されているすべてのあて先グループが，パッ
ケージをインストールする対象となります。
また，あて先グループは 200 個まで指定できます。
［対象機器］タブでインストール
の対象となる機器を選択している場合は，199 個まであて先グループを指定できま
す。
あて先をインストール先から削除したい場合は，そのあて先のチェックボックスをオン
にして，［削除］ボタンをクリックしてください。
［あて先］タブを選択した場合，指定したあて先の保存および読み込みはできません。

（5） インストールするパッケージを選択する
ソフトウェア適用状況画面の［パッケージ］タブで，キャビネットから，インストール
するパッケージを選択します。［パッケージ］タブを次の図に示します。
図 10-33 ソフトウェア適用状況画面の［パッケージ］タブ

インストールするパッケージを選択する手順を次に示します。
1. ［追加］ボタンをクリックする。
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［パッケージ選択］ダイアログボックスが表示されます。すべてのキャビネットがツ
リーで表示されます。
2. インストールしたいパッケージが格納されているキャビネットを選択する。
選択したキャビネットに格納されているすべてのパッケージが表示されます。
3. インストールしたいパッケージのチェックボックスをオンにして，
［決定］ボタンを
クリックする。
選択したパッケージが，インストールするパッケージとして，ソフトウェア適用状況
画面の［パッケージ］タブに表示されます。表示されているすべてのパッケージが，
機器にインストールする対象となります。
なお，一度にインストールできるパッケージの数は 100 個までです。パッケージをイ
ンストール対象から削除したい場合は，そのパッケージのチェックボックスをオンに
して，
［削除］ボタンをクリックしてください。
また，一度選択したパッケージの条件を保存しておくことで，次回からそれを読み込
んで利用できます。保存する際は，パッケージの内容がわかるような名称を指定する
ことをお勧めします。

（6） パッケージのインストールを実行する
ソフトウェア適用状況画面の［対象機器］タブでチェックした機器に対して，
［パッケー
ジ］タブに表示されているパッケージのインストールを実行します。
ソフトウェア適用状況画面で，インストールを実行する手順を次に示します。
1. ［実行］ボタンをクリックする。
次の図に示す［インストール実行］ダイアログボックスが表示されます。
図 10-34 ［インストール実行］ダイアログボックス

2. ジョブ名，インストール種別，およびパッケージ属性を設定する。
それぞれの設定方法を次に示します。
• ジョブ名
任意の名称を指定できます。指定できる値は，1 〜 32 バイトの文字です。ただし，
次に示す記号およびスペースは使用できません。
「¥」
「/」
「*」
「"」
「:」
「'」
「!」「|」「.」
「<」「>」「?」「,」「;」
「{」「}」
指定を省略した場合は，インストール種別の選択に従って，次の表に示す形式で
ジョブ名が設定されます。
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表 10-1

設定されるジョブ名の形式
インストール種別

設定されるジョブ名の形式

パッケージのインストール

「NETM_INSTALL 実行日時」

クライアントユーザによるインストール

「NETM_USERINST 実行日時」

• インストール種別
実行するインストールの種別（ジョブ種別）を，次の 2 種類から選択します。デ
フォルトは「パッケージのインストール」です。
パッケージのインストール
管理者の指示で，対象機器にパッケージを一括してインストールします。
クライアントユーザによるインストール
パッケージをインストールする許可を対象機器に与えます。機器を使用するユーザ
が，任意のタイミングでパッケージをインストールできます。
• パッケージ属性
インストールするパッケージと同一のパッケージがインストール対象の機器にすで
にインストールされていた場合に，上書きインストールするかどうかを選択しま
す。デフォルトは「パッケージの属性に従う」です。上書きインストールしたいと
きは，「上書きインストールする」を選択してください。
3. ［実行］ボタンをクリックする。
設定した内容に従って，対象機器にパッケージをインストールするジョブが作成，実
行されます。作成されたジョブは，ジョブ格納フォルダに格納されます。
なお，同じ名称のジョブは連続して実行しないでください。連続して実行するとエ
ラーになることがあります。同じ名称のジョブを実行したい場合は，1 分以上間隔を
置いて実行してください。

10.4.2

ソフトウェアの配布状況を確認する（配布状況）

パッケージをインストールするジョブの実行状況を確認します。ここでは，ソフトウェ
ア適用状況画面から実行したジョブの状況を確認できます。また，ジョブを削除したり，
エラーとなったジョブを再実行したりもできます。
なお，ジョブが正常終了したら，インストールソフトウェア情報を取り込むことをお勧
めします。インストールソフトウェア情報を取り込むことで，ソフトウェアがインス
トールされたものとして扱われるようになります。
ソフトウェアの配布状況は，リモートインストールマネージャか，または業務メニュー
「配布状況」をクリックすると表示される配布状況画面で確認します。配布状況画面を次
の図に示します。
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図 10-35 配布状況画面

ジョブ名の先頭に表示されるアイコンは，そのジョブの実行状態を色で示しています。
アイコンの色が示す実行状態については，
「(1) インストールの実行状況を確認する」を
参照してください。
「条件設定」のアンカーをクリックして表示される［条件設定］ダイ
アログボックスで条件を設定すると，状態を条件にして表示情報を絞り込むこともでき
ます。
条件を設定した場合や，表示を最新にしたい場合は，
［最新］ボタンをクリックしてくだ
さい。
また，ジョブ名のアンカーをクリックすると，
［インストール状況］ダイアログボックス
が表示されて，ジョブのあて先およびパッケージ単位の詳細な実行状況を確認できます。
なお，配布状況画面には，ジョブ格納フォルダに格納されているジョブが表示されます。
そのため，同じフォルダにジョブを格納した場合，そのジョブの情報も表示されます。

（1） インストールの実行状況を確認する
［インストール状況］ダイアログボックスで確認できる内容について説明します。
［インストール状況］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-36 ［インストール状況］ダイアログボックス

あて先
実行したジョブの対象機器（あて先）が表示されます。先頭に表示されるアイコン
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は，実行状態を色で示しています。
パッケージ
実行したジョブでインストールするパッケージが表示されます。
実行状態
ジョブの実行状態が表示されます。表示される実行状態の種類を次の表に示します。
一つのジョブに，あて先およびパッケージ単位の実行状態の種類が複数ある場合，
ジョブ単位の実行状態としては，次の表で下方にある実行状態が優先して表示され
ます。
表 10-2

ジョブの実行状態の種類

実行状態

アイコンの
色

意味

正常終了

青色

ジョブの実行が正常に終了しました。

実行待ち

緑色

ジョブが作成されましたが，配布管理システムで対象機器への
転送待ちとなっています。

実行中

対象機器にジョブを転送中です。または，対象機器でジョブを
実行中です。

中断中※

中断指示が出ているため，ジョブの実行を中断しています。

再開中※

再開指示が出ているため，ジョブの実行を再開しています。

待機中※

ジョブを中継するシステムで，ジョブが保管されています。

起動失敗※

ジョブを転送しようとしましたが，ジョブを中継するシステム
もしくは対象機器が起動していません。または，対象機器で
JP1/NETM/DM Client が非常駐となっています。

インストール待ち

対象機器でインストール待ちとなっています。または，対象機
器でジョブが保留されています。

インストール拒否

黄色

通信エラー

クライアントユーザによるインストールジョブで，対象機器を
使用するユーザが，パッケージセットアップマネージャでパッ
ケージを削除しました。
ジョブの転送時に通信エラーが発生しました。

異常終了

赤色

ジョブの実行時にエラーが発生しました。または，対象機器で
ジョブがキャンセルされました。

注※
［インストール状況］ダイアログボックスだけで表示される実行状態です。配布状況画面では
「実行中」と表示されます。

実行日時
ジョブを実行した日時が表示されます。
表示されている情報を最新の状態に更新するには，［最新］ボタンをクリックしてくださ
い。また，表示される情報を絞り込むには，「条件設定」のアンカーをクリックして表示
される［条件設定］ダイアログボックスで条件を設定し，［最新］ボタンをクリックして
ください。
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（2） ジョブを削除する
正常終了したジョブは早めに削除してください。削除しないで残しておくと，情報が配
布管理システムのデータベースに残り，動作が遅くなることがあります。
ジョブを削除するには，配布状況画面で，削除するジョブのチェックボックスをオンに
して，［削除］ボタンをクリックしてください。

（3） ジョブを再実行する
異常終了してしまったジョブは，エラー要因を取り除いてから再実行する必要がありま
す。
ジョブを再実行するには，配布状況画面で，
［再実行］ボタンをクリックしてください。
あて先およびパッケージ単位に，実行状態が「実行待ち」
，「通信エラー」および「異常
終了」のジョブが再実行されます。
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10.5 ソフトウェア利用管理
この節では，ソフトウェア利用管理に関する資産管理業務の実行方法について説明しま
す。
ソフトウェア利用管理では，ソフトウェアの稼働状況を調査したり，許可されていない
ソフトウェアがインストールされていないかを確認したりできます。
ソフトウェア利用管理に関する業務は，業務カテゴリ「ソフトウェア利用管理」の下に
表示されます。
各メニューから実行できる操作について，画面を示しながら説明します。各タイトルの
（）内には，選択するメニューを示します。

10.5.1

ソフトウェアの稼働状況を調査する（ソフトウェア
稼働状況）

ソフトウェアの稼働時間および稼働率を月ごとに集計します。ソフトウェアの利用時間，
稼働率の変化を把握できます。
ソフトウェアの稼働状況は，業務メニュー「ソフトウェア稼働状況」をクリックすると
表示されるソフトウェア稼働状況画面から調査できます。ソフトウェア稼働状況画面を
次の図に示します。
図 10-37 ソフトウェア稼働状況画面

検索結果の見方
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•「PC 稼働時間」には，機器が稼働していた時間が表示されます。ソフトウェアが
まったく稼働していない機器の稼働時間も含まれます。
•「インストール台数」には，該当するソフトウェアがインストールされている機器
の台数が表示されます。表示される台数は，配布管理システムで管理しているソ
フトウェア名およびソフトウェアバージョンが一致するインストールソフトウェ
アリストが存在する機器の台数です。パッケージ元属性およびパッケージ識別 ID
は無視されます。該当するインストールソフトウェアリストが存在しない場合，
「−（ハイフン）」が表示されます。検索条件に部署を指定している場合は，該当
する部署以下の機器の台数がすべて表示されます。
なお，「Asset Information Manager Limited」で表示するソフトウェア稼働状況画面は，
リモートインストールマネージャから表示する，
［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウと
同様です。ただし，ソフトウェア稼働状況画面は，
［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウ
と比べて次の差異があります。
• 検索条件に部署を指定できる。
• 検索結果の「ソフトウェア稼働時間」がアンカーになり，クリックすると部署別一覧
を参照できる。

（1） 条件を指定してソフトウェアの稼働状況を表示する
条件を指定して，
［検索］ボタンをクリックすると，条件に一致するソフトウェアの稼働
状況が表示されます。検索条件のうち，
「検索開始月」，
「ソフトウェア名」，
「バージョ
ン」，
「部署」，
「ホスト名」および「IP アドレス」の指定方法を次に示します。
•「検索開始月」
何月から稼働状況を検索するかを指定します。6 か月前までの月を指定できます。デ
フォルトは，検索を実行する月です。
•「ソフトウェア名」
稼働時間を取得する際に指定した，ソフトウェアの名称を指定します。
•「バージョン」
稼働時間を取得する際に指定した，ソフトウェアのバージョンを指定します。
•「部署」
ソフトウェアの稼働状況を確認したい機器の部署を指定します。リモートインストー
ルマネージャから［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを起動している場合，この項
目は表示されません。
•「ホスト名」
ソフトウェアの稼働状況を確認したいクライアントのホスト名を指定します。
•「IP アドレス」
ソフトウェアの稼働状況を確認したいクライアントの IP アドレスを指定します。

（2） 部署ごとの内訳を表示する
検索結果の「ソフトウェア稼働時間」のアンカーをクリックすると，部署ごとに，ソフ
トウェアの稼働率および稼働時間を表示できます。稼働率とは，機器が稼働していた時
間に対するソフトウェア稼働時間の割合のことです。
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部署ごとの稼働率の内訳が表示された画面を次の図に示します。
図 10-38 部署ごとの稼働率の内訳が表示された画面

また，「部署」のチェックボックスをオンにして，
［グラフ］ボタンをクリックすると，
次の図に示すように，部署ごとに，検索期間内の稼働率をグラフで表示できます。グラ
フで表示できるのは稼働率だけです。部署は 255 個まで選択できます。
なお，稼働率をグラフで表示するには，グラフを表示するユーザの PC に Microsoft
Office をインストールする必要があります。
図 10-39 ソフトウェア稼働状況のグラフ表示画面
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（3） ソフトウェアが使用されている機器の一覧を表示する
部署ごとの内訳を表示した画面から「部署」のアンカーをクリックすると，該当するソ
フトウェアが使用されている機器の一覧を表示できます。ソフトウェア稼働状況画面の
検索結果から「稼働台数」のアンカーをクリックしても，同様の画面が表示されます。
表示される情報は，各機器でのソフトウェアの稼働率および稼働時間です。
該当するソフトウェアが使用されている機器が表示された画面を次の図に示します。
図 10-40 使用されている機器が表示された画面

プルダウンで「稼働率」または「稼働時間」を選択して，
［表示］ボタンをクリックする
と，各機器でのソフトウェアの稼働率または稼働時間が表示されます。

10.5.2

ソフトウェアの不正インストールを調査する（許可
外インストール）

許可されていないソフトウェアが，インストールされているかどうかを調査します。
すでに登録されているソフトウェアのインストールの許可は，インストールソフトウェ
ア管理画面で設定します。また，インベントリ情報から新規にインストールソフトウェ
ア名を登録する際の設定は，
［サーバセットアップ］ダイアログボックスで実行します。
インストールソフトウェア管理画面での設定方法については，
「10.7.5 インストールソ
フトウェア情報を変更する（インストールソフトウェア管理）
」を，インベントリ情報か
ら新規に登録する際のインストール許可の設定については，マニュアル「構築ガイド」
の「10.2.4 JP1/NETM/DM 連携の設定」を参照してください。
インストールを許可されていないソフトウェアは，業務メニュー「許可外インストール」
をクリックすると表示される許可外インストール画面から調査できます。許可外インス
トール画面を次の図に示します。
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図 10-41 許可外インストール画面

（1） 部署ごとの内訳を表示する
集計結果の「インストールソフトウェア名」のアンカーをクリックすると，部署ごとに，
ソフトウェアをインストールしている機器の台数を表示できます。
部署ごとに，ソフトウェアをインストールしている機器の台数の内訳が表示された画面
を次の図に示します。
図 10-42 部署ごとの内訳が表示された画面（許可外インストール）

（2） インストールしている機器の一覧を表示する
部署ごとに内訳が表示された画面の「部署」のアンカーをクリックすると，該当するソ
フトウェアをインストールしている機器の一覧を表示できます。インストールしている
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機器が表示された画面を次の図に示します。
図 10-43 インストールしている機器が表示された画面（許可外インストール）

（3） 検索結果をダウンロードする
検索結果の一覧を CSV 形式ファイルとしてダウンロードできます。ダウンロードしたい
ソフトウェアのチェックボックスをオンにして，
［CSV］ボタンをクリックすると，検索
結果が CSV 形式ファイルとしてダウンロードされます。
CSV 形式ファイルとしてダウンロードされる内容は，
「インストールソフトウェア名」，
「バージョン」
，「ファイル名」，
「ファイルサイズ」，
「ファイル日付」，
「パッケージ識別
ID」，
「パッケージ元属性」，
「部署」，
「資産番号」および「ユーザ名」です。
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10.6 セキュリティ管理
この節では，セキュリティ管理に関する資産管理業務の実行方法について説明します。
セキュリティ管理では，クライアントでユーザが操作したログを操作ログとして管理し
ます。配布管理システムおよび JP1/ 秘文で収集した操作ログを一覧で確認できます。操
作ログを集計して，部署ごとの状況を把握することもできます。また，ファイル操作の
操作ログを収集している場合は，ユーザがファイルをどのように操作したかを追跡でき
ます。
セキュリティ管理の業務は，業務カテゴリ「セキュリティ管理」の下に表示されます。
各メニューから実行できる操作について，画面を示しながら説明します。各タイトルの
（）内には，選択するメニューを示します。

10.6.1

操作ログを確認する（操作ログ一覧）

ファイルを作成した日時，PC を停止した日時などユーザが操作したログを確認します。
操作ログ一覧画面では，配布管理システムおよび JP1/ 秘文のデータベースを直接参照し
て，データベースに格納されている操作ログを，機器ごとに確認できます。
なお，JP1/ 秘文と連携しない場合は，［サーバセットアップ］ダイアログボックスの
「JP1/ 秘文との連携設定」で「連携しない」を設定してください。
デフォルトの設定では，操作ログ一覧は管理者だけが実行できます。
操作ログは，業務メニュー「操作ログ一覧」をクリックすると表示される操作ログ一覧
画面から確認します。操作ログ一覧画面の操作方法は，リモートインストールマネー
ジャから表示する，［操作ログ一覧］ウィンドウと同様です。操作ログ一覧画面の操作方
法については，「6.6 ［操作ログ一覧］ウィンドウを操作する」を参照してください。
なお，「Asset Information Manager Limited」で表示する操作ログ一覧画面は，リモー
トインストールマネージャから表示する，［操作ログ一覧］ウィンドウと比べて次の差異
があります。
• ホスト名がアンカーになり，クリックすると［機器詳細］ダイアログボックスを参照
できる。

10.6.2

操作ログを集計する（操作ログ集計）

操作ログの集計結果から，部署ごとの状況を確認します。ファイル持ち出しなどの操作
がどのくらい実行されたか，検出された操作ログの件数がどのように変化しているかな
どを確認できます。
なお，JP1/ 秘文と連携しない場合は，［サーバセットアップ］ダイアログボックスの
「JP1/ 秘文との連携設定」で「連携しない」を設定してください。
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デフォルトの設定では，操作ログ集計は管理者だけが実行できます。
操作ログの集計結果は，業務メニュー「操作ログ集計」をクリックすると表示される操
作ログ集計画面から確認します。操作ログ集計画面の操作方法は，リモートインストー
ルマネージャから表示する，
［操作ログ集計］ウィンドウと同様です。操作ログ集計画面
の操作方法については，
「6.7 ［操作ログ集計］ウィンドウを操作する」を参照してくだ
さい。
なお，「Asset Information Manager Limited」で表示する操作ログ集計画面は，リモー
トインストールマネージャから表示する，
［操作ログ集計］ウィンドウと比べて次の差異
があります。
• ホスト名がアンカーになり，クリックすると［機器詳細］ダイアログボックスを参照
できる。

601

10.

Asset Information Manager Limited を操作する

10.7 共通情報の管理
この節では，業務カテゴリ「システム管理」で実行できる，システムを運用するための
共通情報を管理する業務の実行方法について説明します。各タイトルの（）内には，選
択するメニューを示します。
なお，共通情報の管理は，業務メニュー「ユーザ検索」および「個人情報」以外は，管
理者だけが実行できます。

10.7.1

ユーザと組織の情報を変更する（ユーザ組織管理）

組織編成の変更や人事異動に伴って，ユーザおよび組織の情報を変更します。
ユーザおよび組織の情報の変更は，業務メニュー「ユーザ組織管理」をクリックすると
表示されるユーザ組織管理画面から実行します。ユーザ組織管理画面を次の図に示しま
す。
図 10-44 ユーザ組織管理画面

表示する部署は，簡易検索条件の「部署」で切り換えます。
「部署名／ユーザ名」のアンカーをクリックすると，部署とユーザの詳細情報を参照およ
び編集できます。

（1） 部署を追加する
部署を追加する手順を次に示します。
1. 下位に部署を追加したい部署を，簡易検索条件から選択する。
2. ［新規部署登録］ボタンをクリックする。
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［新規部署登録］ダイアログボックスが表示されます。
項目名に「★」の付いた項目は，必ず指定してください。
• 部署 ID
各部署にユニークな ID を指定します。
「部署 ID」には，削除した部署に所属する
ユーザを一時的に退避する「ゴミ箱」とは別の部署 ID を設定してください。
「ゴミ
箱」の部署 ID は，
［サーバセットアップ］ダイアログボックスで設定します。デ
フォルトは「99999999」です。
［サーバセットアップ］ダイアログボックスでの設定については，マニュアル「構
築ガイド」の「10.2.3(4) 部署削除用の「ゴミ箱」部署 ID」を参照してください。
また，部署 ID に英字を指定する場合，大文字と小文字だけが異なる値は指定しな
いでください。
• 部署名（英名）
部署名の英語名を指定します。部署名の最後には，/（スラッシュ）を使用しないで
ください。なお，同じ階層に，同じ名前の部署は作成できません。
• 部署名
部署名を指定します。部署名の最後には，/（スラッシュ）を使用しないでくださ
い。なお，同じ階層に，同じ名前の部署は作成できません。
• 管理ラベル
組織階層単位でアクセスを制限する場合，「管理ラベル」を指定します。
「管理ラベ
ル」の指定方法は，マニュアル「JP1/NETM/Asset Information Manager 設計・構
築ガイド」を参照してください。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
3. ［新規登録］ボタンをクリックする。
指定した内容で，簡易検索条件に部署が追加されます。
登録する部署の情報を指定した状態の［新規部署登録］ダイアログボックスを次の図
に示します。
図 10-45 ［新規部署登録］ダイアログボックス
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（2） 部署を削除する
ユーザ組織管理画面で，削除したい部署のチェックボックスをオンにして［削除］ボタ
ンをクリックすると，部署を削除できます。
削除した部署は，部署のツリーに作成された「ゴミ箱」に移動されます。削除した部署
の下位に部署がある場合は，階層関係を維持したまま「ゴミ箱」に移動されます。その
ため，誤って削除してしまった情報は，「ゴミ箱」から元の場所に移動して回復させるこ
とができます。ただし，「ゴミ箱」から削除すると，元に戻せません。
注意事項
業務メニュー「IP グループ管理」で，部署別 IP グループを作成して IP アドレスを
管理している場合，部署を削除すると対応している IP グループも削除されます。た
だし，削除した部署が「ゴミ箱」にある間は，削除されません。

（3） 部署を移動する
部署の移動手順を次に示します。
1. 移動したい部署のチェックボックスをオンにして，［移動］ボタンをクリックする。
［部署参照］ダイアログボックスが表示されます。ただし，移動先を指定するダイア
ログボックスには，「ゴミ箱」は表示されません。
キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
2. 移動先を指定して［決定］ボタンをクリックする。
指定した場所に部署を移動できます。

10.7.2

ユーザを検索する（ユーザ検索）

組織を意識しないでユーザを検索できます。知っている情報からユーザを特定できるた
め，削除したい権限に設定されているユーザを検索したり，ユーザ名から電話番号を調
べたりできます。
ユーザの検索は，業務メニュー「ユーザ検索」をクリックすると表示されるユーザ検索
画面から実行します。ユーザ検索画面を次の図に示します。
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図 10-46 ユーザ検索画面

検索結果の一覧で「ユーザ名」のアンカーをクリックすると，ユーザの詳細情報を確認
できます。

10.7.3

設置場所の情報を変更する（設置場所管理）

勤務地の移動や拡張に伴って設置場所情報を変更します。
なお，デフォルトの設定では，設置場所管理は管理者だけが実行できます。
設置場所情報の変更は，業務メニュー「設置場所管理」をクリックすると表示される設
置場所管理画面から実行します。設置場所管理画面を次の図に示します。
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図 10-47 設置場所管理画面

一覧に表示する設置場所は，操作画面左側の［設置場所］タブにツリー表示されている
部署を選択して切り換えます。
「設置場所名」のアンカーをクリックすると，
［設置場所詳細］ダイアログボックスが表
示されて，詳細情報を参照および変更できます。

（1） 設置場所を追加する
設置場所を追加する手順を次に示します。
1. 下位に設置場所を追加したい設置場所を，簡易検索条件から選択する。
「ゴミ箱」以下には設置場所は追加できません。
2. ［新規設置場所登録］ボタンをクリックする。
［新規設置場所登録］ダイアログボックスが表示されます。
項目名に「★」の付いた次の項目は，必ず指定してください。
•「設置場所 ID」
各設置場所にユニークな ID を指定します。削除した設置場所を一時的に退避する
「ゴミ箱」とは別の設置場所 ID を設定してください。「ゴミ箱」の設置場所 ID は，
［サーバセットアップ］ダイアログボックスで設定します。デフォルトは
「99999999」です。
［サーバセットアップ］ダイアログボックスでの設定については，マニュアル「設
計・構築ガイド」の「10.2.3(5) 設置場所削除用の「ゴミ箱」設置場所 ID」を参
照してください。
また，「設置場所 ID」に英字を指定する場合，大文字と小文字だけが異なる値は指
定しないでください。
•「設置場所名（英名）
」
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設置場所名の英語名を指定します。設置場所名の最後に /（スラッシュ）を使用し
ないでください。なお，同じ階層に，同じ名前の設置場所は作成できません。
•「設置場所名」
設置場所名を指定します。設置場所名の最後に /（スラッシュ）を使用しないでく
ださい。なお，同じ階層に，同じ名前の設置場所は作成できません。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
3. ［新規登録］ボタンをクリックする。
指定した内容で，簡易検索条件に設置場所が追加されます。
登録する設置場所の情報を指定した状態の［新規設置場所登録］ダイアログボックス
を次の図に示します。
図 10-48 ［新規設置場所登録］ダイアログボックス

（2） 設置場所を削除する
設置場所管理画面で，削除したい設置場所のチェックボックスをオンにして［削除］ボ
タンをクリックすると，設置場所を削除できます。
なお，下位に設置場所がある場合，下位の設置場所も削除されます。
削除した設置場所は，設置場所のツリーに作成された「ゴミ箱」に移動されます。削除
した設置場所の下位に設置場所がある場合は，階層関係を維持したまま「ゴミ箱」に移
動されます。そのため，誤って削除してしまった情報は，
「ゴミ箱」から元の場所に移動
して回復させることができます。ただし，
「ゴミ箱」から削除すると，元に戻せません。
注意事項
• 業務メニュー「IP グループ管理」で，設置場所別 IP グループを作成して IP アド
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レスを管理している場合，設置場所を削除すると対応している IP グループも削除
されます。ただし，削除した設置場所が「ゴミ箱」にある間は，削除されません。
• 業務メニュー「利用可能業務割り当て」で，管理者以外のユーザも業務メニュー
「設置場所管理」を利用できるように設定している場合，管理者以外のユーザは，
いったんログアウトすると「ゴミ箱」は表示されなくなります。そのため，ログ
アウトしたあとで「ゴミ箱」以下の設置場所を元に戻す場合は，管理者に依頼し
てください。

（3） 設置場所を移動する
設置場所を移動する手順を次に示します。
1. 設置場所管理画面で，移動したい設置場所のチェックボックスをオンにする。
削除した設置場所を戻す場合は，「ゴミ箱」内の設置場所のチェックボックスをオン
にします。
2. ［移動］ボタンをクリックする。
［設置場所参照］ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
3. 移動先の設置場所を指定して，［決定］ボタンをクリックする。
設置場所の移動先には，「ゴミ箱」以下の設置場所は指定できません。
［設置場所参照］ダイアログボックスが閉じて，設置場所管理画面で選択した設置場
所が，指定した設置場所に移動します。

10.7.4

IP グループ情報を変更する（IP グループ管理）

IP アドレスをアドレス範囲で区切って，IP グループとして管理します。部門，設置場所
などでグループを作成して，わかりやすい名称を付けて IP アドレスの使用状況を管理で
きます。IP グループの管理対象となるのは，IPv4 の IP アドレスだけです。
なお，デフォルトの設定では，IP グループ管理は管理者だけが実行できます。
IP グループ情報は，業務メニュー「IP グループ管理」をクリックすると表示される IP
グループ管理画面で変更できます。IP グループ管理画面を次の図に示します。
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図 10-49 IP グループ管理画面

検索結果の一覧で「IP グループ名」のアンカーをクリックすると，IP グループの詳細情
報を参照，変更および削除できます。
IP アドレスを部署別に分類して管理する場合は［部署別 IP グループ］タブで，IP アド
レスを設置場所別に分類して管理する場合は［設置場所別 IP グループ］タブで，IP グ
ループを作成します。部署内のグループ別に分類して管理する場合や，複数の部署を一
つのグループとして管理する場合などは，
［IP グループ］タブで IP グループを作成しま
す。
また，［部署別 IP グループ］タブおよび［設置場所別 IP グループ］タブで IP グループ
を作成することによって，インベントリ情報を取り込む際，およびタスク「データメン
テナンス」実行時に，各機器の IP アドレスに対応する部署と設置場所を自動的に登録で
きます。ユーザインベントリ情報として部署および設置場所の情報を取得していない場
合も，IP アドレスから部署と設置場所を登録できます。
IP アドレスに対応する部署を自動的に登録するには，
［サーバセットアップ］ダイアログ
ボックスでの設定が必要です。
［サーバセットアップ］ダイアログボックスの設定方法に
ついては，マニュアル「構築ガイド」の「10.2.3

基本情報の設定」を参照してくださ

い。また，タスク「データメンテナンス」実行時に，IP アドレスに対応する部署を自動
的に登録するには，設定ファイル（taskopt.ini）を変更する必要があります。設定ファ
イルの変更方法については，マニュアル「構築ガイド」の「10.7.2

タスク「データメン

テナンス」で実施する作業の指定」を参照してください。

（1） IP グループを追加する
IP グループを追加する手順を次に示します。
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1. IP グループを追加するタブを選択する。
2. ［新規登録］ボタンをクリックする。
選択したタブに応じて，［IP グループ登録］ダイアログボックス，［部署別 IP グルー
プ登録］ダイアログボックスまたは［設置場所別 IP グループ登録］ダイアログボッ
クスが表示されます。
項目名に「★」の付いた項目は，必ず指定してください。
また，「アドレス範囲」は，範囲内の IP アドレスが 1,024 個を超えないように指定し
ます。
キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
注意事項
同じタブには，IP アドレスの範囲が重複する IP グループは作成できません。た
だし，タブが異なれば，範囲が重複する IP グループも作成できます。そのため，
別のタブに範囲が重複する IP グループを作成するときは，同じ IP アドレスに対
して，DHCP サーバの使用と未使用が混在しないようにしてください。DHCP
サーバを使用する IP グループに含まれる IP アドレスは，固定で使用されていて
も，未使用 IP アドレスとして認識されます。
3. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容で，IP グループが登録されます。
登録する IP グループの情報を指定した状態の［部署別 IP グループ登録］ダイアログ
ボックスを次の図に示します。
図 10-50 ［部署別 IP グループ登録］ダイアログボックス

（2） IP アドレスの使用状況を参照する
各タブの IP グループの検索一覧から，グループ内の IP アドレスの使用状況や，IP アド
レスの割り当て先などを参照する手順を次に示します。
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1. 各タブの IP グループの検索一覧で，
「アドレス範囲」のアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理］ダイアログボックスが表示されて，グループ内の IP アドレスの
使用状況や，IP アドレスの割当先を参照できます。
使用状況で一覧を絞り込む
プルダウンから「未使用」，
「使用」または「使用（複数のみ）」を選択して，
［表
示］ボタンをクリックします。
一つの IP アドレスを使用している複数の機器を確認する
「使用状況」の欄の「使用（複数）
」のアンカーをクリックします。
［IP アドレス管理

機器一覧］ダイアログボックスが表示されて，同一の IP ア

ドレスを使用している機器の一覧が表示されます。
割り当てを解除したい場合は，「資産番号」のチェックボックスをオンにして，
［解除］ボタンをクリックします。
機器およびユーザの詳細情報を表示する
「資産番号」または「ユーザ名」のアンカーをクリックすると，それぞれ［機器
詳細］ダイアログボックス，［ユーザ詳細］ダイアログボックスが表示されて，
詳細情報を参照できます。
2. ［閉じる］ボタンをクリックする。
［IP アドレス管理］ダイアログボックスが閉じます。
［IP アドレス管理］ダイアログボックスを次の図に示します。
図 10-51 ［IP アドレス管理］ダイアログボックス

（3） IP アドレスを機器に割り当てる
IP アドレスを機器に割り当てる手順を次に示します。
1. 各タブの IP グループの検索一覧で，
「アドレス範囲」のアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理］ダイアログボックスが表示されます。
2. 機器に割り当てたい IP アドレスのアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理

資産割り当て］ダイアログボックスが表示されます。
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3. 必要に応じて検索条件を指定して，［検索］ボタンをクリックする。
IP アドレスが割り当てられていない機器の中から，条件に一致する機器が検索されま
す。
キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
4. 検索結果から機器を選択して［割り当て］ボタンをクリックする。
選択した機器に IP アドレスが割り当てられます。
機器を検索した状態の［IP アドレス管理

資産割り当て］ダイアログボックスを次の

図に示します。
図 10-52 ［IP アドレス管理

資産割り当て］ダイアログボックス

（4） 機器に割り当てられている IP アドレスを解除する
機器に割り当てられている IP アドレスを解除する手順を次に示します。
1. 各タブの IP グループの検索一覧で，
「アドレス範囲」のアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理］ダイアログボックスが表示されます。
2. 割り当てを解除したい IP アドレスの「使用状況」のアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理

機器一覧］ダイアログボックスが表示されます。

キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
3. 割り当てを解除したい機器の「資産番号」のチェックボックスをオンにして，［解除］
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ボタンをクリックする。
選択した機器への IP アドレスの割り当てが解除されます。
また，解除した IP アドレスを含むネットワーク情報は，次のように削除されます。
•「DHCP サーバ名」が登録されている場合，または「MAC アドレス」，
「ホスト名」，
「コンピュータ名」のうち一つ以上登録されている場合，インベントリ情報取得時
に対応する値がなければ削除されます。
•「DHCP サーバ名」，
「MAC アドレス」
，「ホスト名」および「コンピュータ名」のす
べてが登録されていない場合，割り当てを解除したときに削除されます。

（5） IP アドレスの使用状況をダウンロードする
IP グループごとに，IP アドレスの使用状況を CSV 形式ファイルとしてダウンロードす
る手順を次に示します。
1. 各タブの IP グループの検索一覧で，
「アドレス範囲」のアンカーをクリックする。
［IP アドレス管理］ダイアログが表示されます。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
2. ダウンロードしたい IP アドレスの使用状況を，プルダウンから選択して，
［CSV］ボ
タンをクリックする。
選択した使用状況と一致する IP アドレスの「IP アドレス」
，「資産番号」
，「ユーザ
名」および「機器種別」が CSV 形式ファイルに出力されます。
選択した使用状況が「空白」
，「使用」または「使用（複数のみ）
」の場合は，各 IP ア
ドレスに割り当てられているすべての機器の情報を出力するかどうかを，確認するダ
イアログが表示されます。
IP アドレスと，IP アドレスを使用しているすべての機器の情報を出力する場合は，
［はい］ボタンをクリックしてください。
IP アドレスと，IP アドレスを使用している機器 1 台分の情報を出力する場合は，［い
いえ］ボタンをクリックしてください。IP アドレスが使用されているかどうかを確認
する場合など，すべての機器の情報を出力する必要がないときは，
［いいえ］ボタン
をクリックしてください。
キャンセルする場合は，
［キャンセル］ボタンをクリックしてください。

（6） IP グループを削除する
IP グループを削除する手順を次に示します。
1. IP グループの検索一覧で，削除したい IP グループのチェックボックスをオンにする。
2. ［削除］ボタンをクリックする。
確認のメッセージダイアログボックスが表示されます。
［OK］ボタンをクリックする
と，IP グループが削除されます。
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10.7.5

インストールソフトウェア情報を変更する（インス
トールソフトウェア管理）

インストールされているソフトウェアの名称を管理します。また，それぞれのソフト
ウェアに対して，インストールを許可するかどうかを設定します。
なお，デフォルトの設定では，インストールソフトウェア管理は，管理者だけが実行で
きます。
インストールソフトウェアの管理は，業務メニュー「インストールソフトウェア管理」
をクリックすると表示されるインストールソフトウェア管理画面で実行します。インス
トールソフトウェア管理画面を次の図に示します。
図 10-53 インストールソフトウェア管理画面

「インストールソフトウェア名」には，インストールソフトウェア名，バージョンに加え
て，ファイル名が登録されている場合は，ファイル名，ファイルサイズ，ファイル日付
が表示されます。また，パッケージ識別 ID を取得している場合は，パッケージ元属性お
よびパッケージ識別 ID も表示されます。
各インストールソフトウェアには，名称とバージョンのほかに，次の情報が用意されて
います。
● 許可
ソフトウェアのインストールに対して，許可するかどうかを設定します。インストー
ルの許可，未許可を設定することで，ソフトウェアが不正にインストールされていな
いかどうか，使用を抑止したいソフトウェアがインストールされていないかどうかな
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どを管理できるようになります。
● 種別
ソフトウェアの種別を設定します。ほかのソフトウェアと区別して管理したい種別を
設定して，ユーザレポートなどで利用できます。
インベントリ情報を登録した場合，「一般ソフト」
，「Office」
，「ウィルス定義」または
「OS 情報」が設定されます。
● 管理レベル
ライセンスを管理するレベルを設定します。この項目の詳細については，マニュアル
「JP1/NETM/Asset Information Manager 運用ガイド」を参照してください。

（1） インストールソフトウェア名を登録する
インストールソフトウェア名は，機器にインストールされているソフトウェアの名称で
す。［機器詳細］ダイアログボックスの［ソフトウェア］タブでインストールソフトウェ
アを追加するときは，ここで登録した名称からインストールソフトウェア名を選択しま
す。
インストールソフトウェア名を新規に登録する手順を次に示します。
1. ［新規登録］ボタンをクリックする。
［インストールソフトウェア名登録］ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
2. 項目を指定する。
項目名に「★」の付いた項目は，必ず指定してください。
3. ［インストールソフトウェア名登録］ダイアログボックスで，［登録］ボタンをクリッ
クする。
［インストールソフトウェア名登録］ダイアログボックスが閉じて，指定した内容で
インストールソフトウェア名が登録されます。
登録したいソフトウェア名を指定した状態の［インストールソフトウェア名登録］ダ
イアログボックスを次の図に示します。
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図 10-54 ［インストールソフトウェア名登録］ダイアログボックス

（2） インストールソフトウェア情報を変更する
インストールソフトウェア名，バージョン，許可，および種別を変更する手順を次に示
します。
1. インストールソフトウェア管理画面の検索結果から，変更したいインストールソフト
ウェア名のアンカーをクリックする。
［インストールソフトウェア詳細］ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は［閉じる］ボタンをクリックしてください。
2. 各項目を編集する。
3. ［更新］ボタンをクリックする。
編集した内容で，インストールソフトウェアの情報が更新されます。

複数のインストールソフトウェア情報を一括して変更するには
「許可」および「種別」の値は，複数のインストールソフトウェアに対して一括で変
更できます。
変更したいインストールソフトウェア名のチェックボックスをオンにして，
［一括更
新］ボタンをクリックすると，
［インストールソフトウェア一括更新］ダイアログ
ボックスが表示されます。
［インストールソフトウェア一括更新］ダイアログボックスで「許可」または「種
別」を指定して，
［決定］ボタンをクリックすると，指定した値で更新されます。
注意事項
インベントリ情報から取得したインストールソフトウェア情報の「インストールソ
フトウェア名」
，「バージョン」
，「ファイル名」
，「ファイルサイズ」
，「ファイル日
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付」，
「パッケージ元属性」，および「パッケージ識別 ID」のどれかを変更すると，
次回インベントリ情報を取得した際に別のソフトウェアとして認識されます。

（3） インストールソフトウェア名を削除する
インストールソフトウェア名を削除するには，インストールソフトウェア管理画面の検
索結果から，削除したいソフトウェア名のチェックボックスをオンにして，
［削除］ボタ
ンをクリックします。

10.7.6

種別や状態を追加および変更する（コード管理）

機器の状態など，種類を定義して管理する情報は，
「Asset Information Manager
Limited」のデータベースではコードに対応づけて管理されています。
この登録されているコードとその属性（コードの表示文字列，操作画面に表示するかど
うかなど）を編集して，各業務メニューで指定する検索条件や，出力結果を追加，編集
できます。
例えば，［機器詳細］ダイアログボックスにある「機器種別」の項目に新たな機器種別を
追加したり，「CPU」の項目で不要な CPU の種類を表示しないようにしたりできます。
「Asset Information Manager Limited」のデータベースで管理されているコードの詳細
については，マニュアル「JP1/NETM/Asset Information Manager 設計・構築ガイド」
を参照してください。
なお，デフォルトの設定では，コード管理は管理者だけが実行できます。
コードの編集は，業務メニュー「コード管理」をクリックすると表示されるコード管理
画面から実行します。コード管理画面を次の図に示します。
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図 10-55 コード管理画面

（1） コードを追加する
コードを追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の一覧から，コードを追加したいクラスのアンカーをクリックする。
選択したクラスのコード ID が表示されます。
なお，コード情報の中には，追加できないものがあります。追加できないコード情報
については，「10.7.6(5) 追加および削除できないコード情報」を参照してください。
2. コードを追加したい「コード ID」のアンカーをクリックする。
コードと各コードに対応する表示文字列が表示されます。
3. ［追加］ボタンをクリックする。
［新規コード追加］ダイアログボックスが表示されます。
「コード」および「表示文字列」は必ず指定してください。すでに登録されている
コードおよび表示文字列は追加できません。
なお，コードの指定範囲によって意味が異なる場合があります。また，指定できる
コードの範囲が限定されているコード ID があります。コードの指定範囲については，
「10.7.6(4)

コードの指定範囲による意味の違い」を参照してください。

キャンセルする場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
4. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容でコードが追加されて，［新規コード追加］ダイアログボックスが閉じ
ます。
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登録したいコードを指定した状態の［新規コード追加］ダイアログボックスを次の図
に示します。
図 10-56 ［新規コード追加］ダイアログボックス

注意事項
「CPUType」および「OSType」に，追加された項目のコードを追加する場合，シス
テム情報の「CPU タイプ」に合わせてコードを追加してください。
また，「CPUType」に独自のコードを追加する場合は，00000 〜 99999 で値を指定
してください。

（2） コードの表示文字列を変更する
コードの表示文字列を編集する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の一覧から，コードを編集したいクラスのアンカーをクリックする。
選択したクラスのコード ID が表示されます。
2. コードを編集したい「コード ID」のアンカーをクリックする。
コードと各コードに対応する表示文字列が表示されます。
3. 「コード」の一覧から編集したいコードのアンカーをクリックする。
［コード情報の更新］ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は，
［閉じる］ボタンをクリックしてください。
4. 「表示文字列」を編集して，［更新］ボタンをクリックする。
指定した内容でコード情報が更新されて，
［コード情報の更新］ダイアログボックス
が閉じます。
なお，
「表示文字列」は必ず指定してください。

（3） コード情報を削除する
コード情報を削除する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の一覧から，コードを削除したいクラスのアンカーをクリックする。
選択したクラスのコード ID が表示されます。
2. コードを削除したい「コード ID」のアンカーをクリックする。
コードと各コードに対応する表示文字列が表示されます。

619

10.

Asset Information Manager Limited を操作する

3. 「コード」の一覧から削除したいコードのチェックボックスをオンにする。
4. ［削除］ボタンをクリックする。
選択したコード情報が削除されます。ただし，チェックボックスが非活性になってい
るコードは削除できません。削除できないコード情報については，「10.7.6(5)

追加

および削除できないコード情報」を参照してください。

（4） コードの指定範囲による意味の違い
コードの指定範囲によって，追加できるコードの範囲が限定されているコード ID や，資
産管理システムでの扱いが異なるコード ID があります。コードを追加または変更すると
きは，コードの指定範囲に注意してください。
追加できるコードの範囲が限定されているコード ID を，次の表に示します。
表 10-3

追加できるコードの範囲が限定されているコード ID
コード ID（表示名）

管理クラス（管理情報名）
HardwareInfo（ハードウェア資産情報）

追加できる範囲

ModelKind（構成種別）

970 〜 998

MonitorKind（モニタ種別）

970 〜 998

MonitorResolution（モニタ解像度）

970 〜 998

InstalledList（インストールソフトウェ
アリスト）

InstalledKind（種別）

170 〜 198

LocationInfo（設置場所情報）

Attribute（場所属性）

170 〜 198

コードの指定範囲での意味の違いを次の表に示します。
表 10-4
コード ID
AssetStatus

コードの指定範囲での意味の違い
表示名

機器状
態

意味
運用※ 1

廃棄※ 2
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コードの
範囲
000 〜
499

500 〜
719

区分

追加でき
る範囲

デフォルト
の設定

000 〜
299（使
用）

270 〜 299

002：運用

300 〜
499（未
使用）

470 〜 499

301：在庫

500 〜
599（返
却）

570 〜 599

501：返却

600 〜
699（廃
棄）

670 〜 699

601：廃棄

700 〜
719（仮
廃棄）

710 〜 719

701：仮廃
棄
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コード ID

MachineKind

表示名

機器種
別

意味

コードの
範囲

区分

追加でき
る範囲

デフォルト
の設定

抹消 ※ 3

999

−

−

999：抹消

システム装
置

100 〜
198

−

170 〜 198

100：PC
101：PC
サーバ
102：UNIX
103：UNIX
サーバ

拡張装置

200 〜
298

−

270 〜 298

200：ディ
スプレイ
201：HD
202：CD-R
203：CD-R/
W
204：DVD
205：DAT
206：MO
207：プリ
ンタ

ネットワー
ク装置

300 〜
399

−

370 〜 398

300：HUB
301：ルー
タ
302：ネッ
トワークプ
リンタ
399：ネッ
トワーク装
置

（凡例）
−：該当しない
注※ 1
デフォルトで提供されている状態「運用」および「在庫」と，同様の検索対象または集計対象
となります。
注※ 2
デフォルトで提供されている操作画面では，検索対象または集計対象となりません。Windows
のタスクスケジューラに登録されているタスク「データメンテナンス」によって，「Asset
Information Manager Limited」のデータベースのメンテナンスが実行されると，関連づけられ
ているネットワーク情報（IP アドレスだけ），インストールソフトウェア情報，パッチ情報，
ウィルス定義情報，およびコンポーネント情報が削除されます。
注※ 3
デフォルトで提供されている操作画面では，検索対象または集計対象となりません。Windows
のタスクスケジューラに登録されているタスク「データメンテナンス」によって，「Asset
Information Manager Limited」のデータベースのメンテナンスが実行されると削除されます。
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（5） 追加および削除できないコード情報
次のコード ID は，表示文字列は変更できますが，コード情報の追加および削除はできま
せん。
表 10-5

追加および削除できないコード情報
管理クラス（管理情報名）

AssetInfo（資産情報）

コード ID（表示名）
AssetKind（資産種別）
AssetWorkKind（稼働管理種別）
DMStatus（DM 導入状態）

NetworkInfo（ネットワーク情報）

IPAddressKind（IP アドレス種別）
InventoryDelType（インベントリ取り込み制
御）

InstalledInfo（インストールソフトウェア情報）

InventoryDelType（インベントリ取り込み制
御）

InstalledList（インストールソフトウェアリスト）

Permit（許可）

InstalledUpdateRecord（ソフトウェア変更履歴）

UpdateKind（変更種別）

InstalledVirusDefInfo（ウィルス定義情報）

InventoryDelType（インベントリ取り込み制
御）
ResidentKind（常駐／非常駐）

PatchInfo（パッチ情報）

InstalledStatus（適用状態）
InventoryDelType（インベントリ取り込み制
御）

UpdateRecord（変更履歴）

UpdateRecordInd（レコード識別）

Others（いずれにも所属しないコード）

HardwareKind（ハードウェア種別）
JobKind（インストール形態）
PackageAttr（パッケージ属性）
RecordKind（管理情報区分）
SelectInstalledSoftwareType（ソフトウェア
情報区分）

10.7.7

個人情報を参照および変更する（個人情報）

ログインしているユーザの個人情報を参照および編集します。「Asset Information
Manager Limited」にログインするためのパスワードや，ユーザ名，電話番号などを参
照および編集できます。
個人情報は，業務メニュー「個人情報」をクリックすると表示される個人情報画面で参
照および編集できます。個人情報画面を次の図に示します。
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図 10-57 個人情報画面

変更する場合は，項目名に「★」の付いた項目は，必ず指定してください。また，変更
した内容を登録するには，
［更新］ボタンをクリックしてください。

10.7.8

ログを参照する（ログ一覧）

Windows のタスクスケジューラに登録されたタスクの開始と終了，
「Asset Information
Manager Limited」のデータベースに取り込んだ情報の件数などを，「Asset
Information Manager Limited」のデータベースに取り込む際の情報およびエラーのログ
を参照します。「Asset Information Manager Limited」を直接操作できない環境でも，
連携製品からの情報の取得状況やエラーの内容を確認できます。
なお，デフォルトの設定では，ログ一覧は管理者だけが参照できます。
ログの一覧は，業務メニュー「ログ一覧」をクリックすると表示されるログ一覧画面か
ら参照できます。ログ一覧画面を次の図に示します。
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図 10-58 ログ一覧画面

各フォルダのアンカーをクリックすると，その下位にあるファイル名のアンカーが表示
されます。ファイル名のアンカーをクリックすると，ログファイルの内容（メッセージ
出力時間，メッセージ種別およびメッセージテキスト）を参照できます。「INV」のアン
カーをクリックすると，ログファイル（ASTINVn.log）が表示されます。ASTINVn.log
の内容から，「Asset Information Manager Limited」のデータベースに取り込んだイン
ベントリ情報の件数，リアルタイムにインベントリ情報を取得するサービス「Asset
Information Synchronous Service」のエラーメッセージなどを確認できます。
ファイル名の見方
ASTINVn.log の n は，1 〜 9 のファイル名の通番を示します。
一つのファイルに出力できるログの上限を超えると，番号を一つ繰り上げたログ
ファイルが作成されます。ただし，番号が 9 まで設定された場合は，1 に戻ります。
最新のログファイルは，ファイル属性（日付・時間）で見分けてください。
ログ一覧画面には，「Asset Information Manager Limited」の仮想ディレクトリ ¥log に
格納されているフォルダおよびファイルが表示されます。上位の「Asset Information
Manager Limited」の仮想ディレクトリに移動しようとすると，権限がないため，画面
を表示できない旨のメッセージが表示されます。「Asset Information Manager Limited」
の仮想ディレクトリは，デフォルトでは JP1/NETM/DM のインストールフォルダ
¥jp1asset¥wwwroot です。

624

10. Asset Information Manager Limited を操作する

10.8 操作画面およびユーザ権限の変更
この節では，業務カテゴリ「システム定義」で実行できる，操作画面およびユーザ権限
の変更方法について説明します。
操作画面およびユーザ権限の変更は，管理者だけが実行できます。

10.8.1

ユーザ権限の変更（権限管理）

ユーザ権限に応じて参照できる範囲を変更したり，新しくユーザ権限を追加したりして，
利用者の業務内容に合わせて使用できる機能や情報の範囲を設定します。
ユーザ権限の変更は，業務メニュー「権限管理」をクリックすると表示される権限管理
画面から実行します。権限管理画面を次の図に示します。
図 10-59 権限管理画面

現在登録されているユーザ権限が一覧で表示されます。

（1） 新しくユーザ権限を追加する
新しくユーザ権限を追加する手順を次に示します。
1. 権限管理画面で［新規権限の作成］ボタンをクリックする。
［新規権限登録］ダイアログボックスが表示されます。
•「権限 ID」
各権限にユニークな ID を指定します。この項目は必ず指定してください。
•「権限名」
権限名を指定します。同じ名前の権限は作成できません。この項目を省略すると，
「権限 ID」と同じ名称が設定されます。
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•「管理ラベル」
組織階層単位でアクセス制限を行う場合に設定します。
例えば，追加する権限のユーザが所属する「課」以下の情報だけを扱うように設定
したい場合は，各課と同じ管理ラベルを設定します。各課に管理ラベルが設定され
ていない場合は，ユーザ組織管理画面で管理ラベルを設定します。キャンセルする
場合は，［閉じる］ボタンをクリックしてください。
組織階層単位でのアクセス制限を設定する方法については，マニュアル「JP1/
NETM/Asset Information Manager 設計・構築ガイド」を参照してください。
2. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容で，権限が追加されます。
追加した権限は，すべての業務メニューを使用できる設定になっています。使用でき
る業務メニューを制限したい場合は，利用可能業務割り当て画面で設定します。
利用可能業務割り当て画面での操作方法については，「10.8.4

実行できる業務の変更

（利用可能業務割り当て）
」を参照してください。
登録したい内容を指定した状態の［新規権限登録］ダイアログボックスを次の図に示
します。
図 10-60 ［新規権限登録］ダイアログボックス

（2） ユーザ権限の内容を変更する
ユーザ権限の内容を変更するには，権限管理画面で変更したい「権限 ID」のアンカーを
クリックします。［権限詳細］ダイアログボックスが表示されて，内容を変更できます。
「権限名」の入力を省略すると，
「権限 ID」と同じ名称が設定されます。各項目の設定方
法については，「10.8.1(1)

新しくユーザ権限を追加する」を参照してください。

［権限詳細］ダイアログボックスで［削除］ボタンをクリックすると，権限を削除できま
す。なお，複数の権限を一度に削除するには，権限管理画面で削除したい権限のチェッ
クボックスをオンにして，［権限削除］ボタンをクリックします。
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（3） ユーザ権限を削除する
ユーザ権限を削除するには，権限管理画面で削除したい「権限 ID」のチェックボックス
をオンにして，［権限削除］ボタンをクリックします。
ただし，管理者の権限は削除できません。また，その権限を持つユーザが存在する場合
にも削除できません。

10.8.2

管理項目の変更（管理項目編集）

操作画面に表示される項目の表示・非表示の設定や，名称を変更します。使用しない項
目を非表示にしたり，項目名を管理しやすい名称に変更したりして，作業の効率を向上
できます。
管理項目の変更は，ユーザ権限に関係なく全体に共通して反映されます。
管理項目は，業務メニュー「管理項目編集」をクリックすると表示される管理項目編集
画面から変更できます。管理項目編集画面を次の図に示します。
図 10-61 管理項目編集画面

管理項目は，「Asset Information Manager Limited」のデータベース上では，クラスの
プロパティとして管理されています。そのため，管理項目を変更するには，該当するク
ラスのプロパティを変更します。
管理項目編集画面では，管理クラスと対応する管理情報名が一覧で表示されます。
「管理
クラス」の中から変更したいクラス名のアンカーをクリックすると，プロパティの一覧
が表示されて，表示・非表示の設定，名称の変更ができます。
各プロパティを編集することで，どの操作画面に影響があるかについては，操作画面ご
とに管理項目を示した資料（ScreenItemList.pdf）を参照してください。
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ScreenItemList.pdf の格納場所を次に示します。
JP1/NETM/DM のインストールフォルダ ¥jp1asset¥help

（1） 管理対象の項目を変更する
各操作画面で，検索条件に指定したり，検索結果や集計結果に表示された項目を非表示
にして管理対象から外したりできます。また，必要な項目を追加することもできます。
なお，管理対象から外しても，「Asset Information Manager Limited」のデータベース
では，引き続き情報は管理されます。
管理項目の表示・非表示は，各プロパティの「表示」チェックボックスで設定します。
ただし，業務上必要不可欠な管理項目は，非表示にはできません。
機器の構成種別（デスクトップかノートか）を管理対象から外す場合を例に，管理項目
を非表示にする手順を次に示します。
1. ハードウェア資産情報のクラス名「HardwareInfo」のアンカーをクリックする。
次の図に示す，ハードウェア資産情報のプロパティ一覧が表示されます。
図 10-62 ハードウェア資産情報のプロパティ一覧

2. 構成種別のプロパティ名「ModelKind」の「表示」チェックボックスをオフにする。
3. ［更新］ボタンをクリックする。
機器の構成種別が管理対象から外され，操作画面に表示されなくなります。

表示名に「固有情報」という名称が付いているプロパティについては，「10.8.2(3) 管理
項目を追加する」を参照してください。
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（2） 管理項目の名称を変更する
各操作画面で，検索条件に指定したり，検索結果や集計結果に表示されたりする項目の
名称を変更できます。
「製造者」の名称を「メーカー」に変更する場合を例に，管理項目の名称を変更する手順
を次に示します。
1. ハードウェア資産情報のクラス名「HardwareInfo」のアンカーをクリックする。
ハードウェア資産情報のプロパティ一覧が表示されます。
2. 製造者のプロパティ名「Developer」のアンカーをクリックする。
次の図に示す，プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
図 10-63 プロパティの編集ダイアログボックス（Developer）

3. 「表示名」に変更する名称「メーカー」を指定する。
4. ［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティ一覧の「製造者」の名称
が「メーカー」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
「Asset Information Manager Limited」のデータベースに変更内容が反映されます。

（3） 管理項目を追加する
独自の管理項目を追加して，操作画面から実行する資産管理業務を拡張できます。
管理項目を追加する場合は，拡張するために用意されたプロパティ「固有情報」を利用
します。このプロパティ「固有情報」には，管理できる情報のタイプによって次の 5 種
類があります。追加したい情報に合わせて選択してください。
● 固有情報 Fieldxxx
xxx の部分に示されたバイトまでの情報を管理できる項目です。値には，半角英数字，
全角文字，および記号を指定できます。
● 固有情報 Area
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255 バイトまでの情報を管理できる項目です。操作画面では，値を入力する欄が複数
行で表示されます。値には，半角英数字，全角文字，および記号を指定できます。
● 固有情報 Code
64 バイトまでのコード情報を管理できる項目です。状態や種別など，分類したい情報
をコードに対応づけて管理します。値には，半角英数字を指定できます。
また，この項目は検索条件にはプルダウンとして表示されます。指定する値と表示文
字列は，コード管理画面で設定します。コード管理画面での操作方法については，
「10.7.6 種別や状態を追加および変更する（コード管理）
」を参照してください。
● 固有情報 Uint
10 バイトまでの数値情報を管理できる項目です。値には，半角数字を指定できます。
● 固有情報 Date
8 バイトまでの日付情報を管理できる項目です。値には，半角英数字を指定できます。

次に，「固有情報 Fieldxxx」
，「固有情報 Area」，
「固有情報 Code」
，「固有情報 Uint」，
「固有情報 Date」のそれぞれについて，管理項目の追加例を示します。
（a） 管理項目の追加例（固有情報 Fieldxxx の場合）
資産をグループに分けて管理するために，資産情報に「グループ」という項目を追加す
る場合を例に，管理項目を追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の「AssetInfo」のアンカーをクリックする。
「AssetInfo」のプロパティの一覧が表示されます。
2. 「プロパティ」の「UserPropertyField128_1」のアンカーをクリックする。
次の図に示す，プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
図 10-64 プロパティの編集ダイアログボックス（UserPropertyField128_1）

3. 「表示名」の欄に，
「グループ」と入力して，［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティの一覧の「固有情報
Field128-1」が「グループ」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
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4. 「UserPropertyField128_1」の「表示」チェックボックスをオンにする。
操作画面に追加した管理項目「グループ」が表示されるようになります。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されます。
（b） 管理項目の追加例（固有情報 Area の場合）
資産情報で詳細な内容を管理できるように，資産情報に「詳細」という項目を追加する
場合を例に，管理項目を追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の「AssetInfo」のアンカーをクリックする。
「AssetInfo」のプロパティの一覧が表示されます。
2. 「プロパティ」の「UserPropertyArea_1」のアンカーをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
3. 「表示名」の欄に，「詳細」を入力して，
［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティの一覧の「固有情報
Area-1」が「詳細」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
4. 「UserPropertyArea_1」の「表示」チェックボックスをオンにする。
操作画面に追加した管理項目「詳細」が表示されるようになります。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されます。
（c） 管理項目の追加例（固有情報 Code の場合）
リプレースが決まっている機器を管理するために，ハードウェア資産情報に「リプレー
ス対象」という項目を追加する場合を例に，管理項目を追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の「HardwareInfo」のアンカーをクリックする。
「HardwareInfo」のプロパティの一覧が表示されます。
2. 「プロパティ」の「UserPropertyCode_1」のアンカーをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
3. 「表示名」の欄に，「リプレース対象」を入力して，
［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティの一覧の「固有情報
Code-1」が「リプレース対象」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
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ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
4. 「UserPropertyCode_1」の「表示」チェックボックスをオンにする。
操作画面に追加した管理項目「リプレース対象」が表示されるようになります。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されます。
このあと，業務メニュー「コード管理」を選択すると表示されるコード管理画面か
ら，追加した管理項目「リプレース対象」の値（「はい」
，「いいえ」
）を追加してくだ
さい。
「はい」
，「いいえ」に対応づけるコードの追加方法については，
「10.7.6(1)

コードを

追加する」を参照してください。
（d） 管理項目の追加例（固有情報 Uint の場合）
資産情報で詳細な内容を管理できるように，資産情報に「レンタル料」という項目を追
加する場合を例に，管理項目を追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の「AssetInfo」のアンカーをクリックする。
「AssetInfo」のプロパティの一覧が表示されます。
2. 「プロパティ」の「UserPropertyUint_1」のアンカーをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
3. 「表示名」の欄に，
「レンタル料」を入力して，［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティの一覧の「固有情報
Uint-1」が「レンタル料」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
4. 「UserPropertyUint_1」の「表示」チェックボックスをオンにする。
操作画面に追加した管理項目「レンタル料」が表示されるようになります。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されます。
（e） 管理項目の追加例（固有情報 Date の場合）
資産情報で詳細な内容を管理できるように，資産情報に「レンタル開始日」という項目
を追加する場合を例に，管理項目を追加する手順を次に示します。
1. 「管理クラス」の「AssetInfo」のアンカーをクリックする。
「AssetInfo」のプロパティの一覧が表示されます。
2. 「プロパティ」の「UserPropertyDate_1」のアンカーをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
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3. 「表示名」の欄に，「レンタル開始日」を入力して，
［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティの一覧の「固有情報
Date-1」が「レンタル開始日」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
4. 「UserPropertyDate_1」の「表示」チェックボックスをオンにする。
操作画面に追加した管理項目「レンタル開始日」が表示されるようになります。
5. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されます。

（4） ボタンやタブなどの名称，表示を変更する
操作画面に表示されるボタンやタブの名称，表示・非表示を変更できます。
ボタンおよびタブの名称，表示・非表示は，クラスのプロパティに対応しない検索条件，
リストヘッダとともに，
「VariousInfo」として管理されています。
「VariousInfo」に含まれる項目を次に示します。
● Button（ボタン表示情報）
操作画面に表示されるボタン（［検索］ボタンなど）の表示情報です。
● ConditionText（検索条件表示情報）
クラスのプロパティに対応しない検索条件（「集計単位」など）の表示情報です。
● Text_ListHDR（リストヘッダ表示情報）
クラスのプロパティに対応しないリストヘッダ（「アドレス範囲」など）の表示情報で
す。
● Text_TAB（タブ表示情報）
操作画面に表示されるタブ（「部署」
，「設置場所」など）の表示情報です。
● ValueText（その他表示情報）
上記以外の表示情報です。

［PDF］ボタンの名称を「帳票印刷」に変更する場合を例に，ボタンの名称を変更する手
順を次に示します。
1. 管理クラス「VariousInfo」のアンカーをクリックする。
「VariousInfo」に含まれる操作画面の要素の一覧が表示されます。
2. 管理クラス「Button」のアンカーをクリックする。
ボタンの一覧が表示されます。
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3. プロパティ「PDF」のアンカーをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが表示されます。
4. 「表示名」に，変更する名称「帳票印刷」を指定する。
5. ［決定］ボタンをクリックする。
プロパティの編集ダイアログボックスが閉じて，プロパティ一覧の「PDF」の名称が
「帳票印刷」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
6. ［更新］ボタンをクリックする。
「Asset Information Manager Limited」のデータベースに変更内容が反映されます。
変更した内容は，すべてのユーザ権限の操作画面に共通して反映されます。
非表示がデフォルトのボタンを表示する
管理項目編集では，デフォルトでは非表示となっているボタンを表示できます。
デフォルトが非表示の設定で用意されているボタン「Deletion2」を表示する設定に
すると，次に示す操作画面にボタンが表示されます。
「Deletion2」
•［機器詳細］ダイアログボックス
［削除（機器，契約）
］ボタン

管理項目編集で表示する設定にすると，すべてのユーザ権限の操作画面に表示され
ます。特定の権限のユーザだけが利用できるようにするには，管理項目編集で表示
する設定にしたあと，業務フィルターで設定してください。業務フィルターでの操
作画面の変更方法については，
「10.8.3 ユーザ権限に応じた操作画面の変更（業務
フィルター）
」を参照してください。

10.8.3

ユーザ権限に応じた操作画面の変更（業務フィル
ター）

各操作画面の構成要素（ボタン，検索条件，編集項目など）を，ユーザ権限に応じて変
更します。
例えば，利用者権限のユーザには機器の情報を変更させないように，［機器詳細］ダイア
ログボックスの［更新］ボタンを非表示にしたり，編集項目を変更できないようにした
りできます。また，検索条件や編集項目などの表示順序を変更することもできます。
業務フィルターでは，このようなユーザ権限に応じた業務内容の切り分けを，操作画面
ごとに簡単に実現できます。なお，管理対象となっている項目は，管理項目編集画面の
設定と連動して設定されます。
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ユーザ権限に応じた操作画面の変更は，業務メニュー「業務フィルター」をクリックす
ると表示される業務フィルター画面から実行します。業務フィルター画面を次の図に示
します。
図 10-65 業務フィルター画面

業務フィルター画面では，業務メニューに表示されている業務名と，各業務で使用する
操作画面，さらに各操作画面に設定されている書式（各操作画面をカスタマイズした設
定）が一覧で表示されます。
「画面名」の一覧から，書式を変更したい操作画面のアンカーをクリックすると，書式編
集画面が表示されて，操作画面から実行する内容を変更できます。
これ以降で，書式の設定（ボタンや検索条件などの表示・非表示の設定など）について
説明します。また，新しい書式の追加や書式名を変更，削除する方法についても説明し
ます。

（1） 書式を設定する
業務フィルターでは，各操作画面の書式に変更したい内容を設定します。
書式の設定方法，および設定時の注意事項を次に示します。
• 書式は操作画面ごとに設定します。操作画面はそれぞれ構成が異なるため，同じ書式
を複数の操作画面で共有することはありません。
• 書式の名称は任意に設定できます。
• 書式を作成するときは，同時に複数の書式編集画面を表示して作成しないようにして
ください。同時に複数の書式編集画面で書式を作成すると，書式を保存するタイミン
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グによっては，同じ操作画面に対して同じ名称の書式が作成されることがあります。
• 書式は一つの操作画面に複数設定できます。例えば，管理者用と利用者用に二つ設定
することができます。
• 一つの書式は複数のユーザ権限で共有できます。
• 一つの操作画面に対して，特定のユーザ権限を複数の書式で適用することはできませ
ん。例えば，同じ操作画面に設定した「書式 1」と「書式 2」の両方に，管理者権限
を適用することはできません。

書式編集画面は，書式を設定する操作画面の種類によって，設定する項目が異なります。
次に，操作画面の種類別に，書式の設定手順を示します。
（a） 登録，編集画面の書式設定手順
登録または編集をする画面（例えば，機器詳細画面）の書式編集画面では，次の項目を
設定します。手順 1. 〜手順 3. は順不同です。
1. 「対象権限」を設定する。
書式を適用するユーザ権限を設定します。設定方法は「(2)

対象権限を設定する」を

参照してください。
2. 「ボタン」を設定する。
ボタンの表示・非表示を設定します。設定方法は「(3)

使用するボタンを設定する」

を参照してください。
3. 「編集項目」を設定する。
操作画面上に表示する項目，編集できる項目，さらに各項目の並び順を設定します。
設定方法は「(4) 編集項目に表示する項目を設定する」を参照してください。
4. すべての項目を設定し終わったら，［決定］ボタンをクリックする。
設定した内容が，書式を設定した操作画面に反映されて，書式編集画面が閉じます。
登録または編集画面の書式編集画面を次の図に示します。
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図 10-66 登録または編集画面の書式編集画面

（b） 検索，集計画面の書式設定手順
検索または集計をする画面（例えば，保有機器一覧画面）の書式編集画面では，次の項
目を設定します。手順 1. 〜手順 4. は順不同です。
1. 「対象権限」を設定する。
書式を適用するユーザ権限を設定します。設定方法は「(2)

対象権限を設定する」を

参照してください。
2. 「ボタン」を設定する。
ボタンの表示・非表示を設定します。設定方法は「(3)

使用するボタンを設定する」

を参照してください。
3. 「検索条件」を設定する。
検索条件の表示・非表示および並び順を設定します。設定方法は「(5)

検索条件に表
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示する項目を設定する」を参照してください。
4. 「検索結果リスト」を設定する。
検索結果リストに表示する項目，並び順および各項目の表示幅を設定します。
集計結果リストに表示する項目の並び順や表示・非表示の設定を変更しても，集計の
キーとなる項目は変更されません。
設定方法は「(6) 検索結果リストに表示する項目を設定する」を参照してください。
5. すべての項目を設定し終わったら，［決定］ボタンをクリックする。
設定した内容が書式を設定した操作画面に反映されて，書式編集画面が閉じます。
検索または集計をする画面の書式編集画面を次の図に示します。

638

10. Asset Information Manager Limited を操作する

図 10-67 検索または集計をする画面の書式編集画面
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（c） 集計結果から表示する内訳画面の書式設定手順
集計結果から表示する内訳画面（例えば，保有機器集計画面の集計結果から表示する部
署や設置場所ごとの機器種別の内訳が表示される操作画面）の書式編集画面では，次の
項目を設定します。手順 1. 〜手順 3. は順不同です。
1. 「対象権限」を設定する。
書式を適用するユーザ権限を設定します。設定方法は「(2)

対象権限を設定する」を

参照してください。
2. 「ボタン」を設定する。
ボタンの表示・非表示を設定します。設定方法は「(3)

使用するボタンを設定する」

を参照してください。
3. 「検索結果リスト」を設定する。
検索結果リストに表示する項目，並び順および各項目の表示幅を設定します。
集計結果リストに表示する項目の並び順や表示・非表示の設定を変更しても，集計の
キーとなる項目は変更されません。
設定方法は「(6) 検索結果リストに表示する項目を設定する」を参照してください。
4. すべての項目を設定し終わったら，［決定］ボタンをクリックする。
設定した内容が書式を設定した操作画面に反映されて，書式編集画面が閉じます。
集計結果から表示する内訳画面の書式編集画面を次の図に示します。
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図 10-68 集計結果から表示する内訳画面の書式編集画面

（2） 対象権限を設定する
書式を適用するユーザ権限は，書式編集画面の「対象権限」で設定します。
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図 10-69 書式編集画面の「対象権限」領域

対象権限を設定するには，適用したいユーザ権限を「非適用」の一覧から選択して，［適
用］ボタンをクリックします。すべてのユーザ権限を適用するには，［全て適用］ボタン
をクリックします。
「適用」の一覧に，選択したユーザ権限が移動して対象権限が設定されます。
なお，対象権限から外す場合は，該当するユーザ権限を「適用」の一覧から選択して，
［非適用］ボタンをクリックします。すべてのユーザ権限を非適用にするには，
［全て非
適用］ボタンをクリックします。
一つの操作画面に複数の書式を設定する場合
各操作画面で，一つのユーザ権限に適用できる書式は一つだけです。ほかの書式の
対象権限に設定されているユーザ権限は，権限名のあとに［］で囲んで適用されて
いる書式名が表示されます。
すでに対象権限に設定されているユーザ権限を，ほかの書式で適用することもでき
ますが，元の書式の対象権限からは自動的に外されるので注意してください。

（3） 使用するボタンを設定する
操作画面で使用するボタンは，次の図に示す書式編集画面の「ボタン」で設定します。
図 10-70 書式編集画面の「ボタン」領域

操作画面で使用するボタンを設定するには，使用したいボタンを「非表示ボタン」の一
覧から選択して，［表示］ボタンをクリックします。すべてのボタンを使用するには，
［全て表示］ボタンをクリックします。
「表示ボタン」の一覧に選択したボタンが移動して，使用できるようになります。
なお，非表示にする場合は，該当するボタンを「表示ボタン」の一覧から選択して，［非
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表示］ボタンをクリックします。すべてのボタンを非表示にするには，
［全て非表示］ボ
タンをクリックします。

（4） 編集項目に表示する項目を設定する
新規に資産情報を登録する画面や，編集可能なダイアログボックスに，項目を表示する
かどうか，および編集可能にするかどうかを設定します。編集項目に関する設定は，次
の図に示す書式編集画面の「編集項目」で設定します。
図 10-71 書式編集画面の「編集項目」領域

「非表示項目」の一覧には，「項目名（クラス名）
」の形式でそれぞれの操作画面で編集項
目に設定できる項目が表示されています。
「表示項目」の一覧の中で，背景がグレー表示されている項目は，システム規定項目のた
め，非表示および読み取り専用に変更できません。
（a） 編集項目の表示・非表示を設定する
ユーザ権限に応じて，公開したくない情報や業務に関係ない項目を非表示にできます。
編集項目に表示する項目を設定するには，表示したい編集項目を「非表示項目」の一覧
から選択して，［表示］ボタンをクリックします。すべての項目を表示するには，［全て
表示］ボタンをクリックします。
「表示項目」の一覧に選択した項目が移動して，表示されるようになります。
なお，非表示にする場合は，該当する項目を「表示項目」の一覧から選択して，
［非表
示］ボタンをクリックします。すべての項目を非表示にするには，
［全て非表示］ボタン
をクリックします。
注意事項
「編集項目」で設定できるのは，管理項目編集で利用する設定になっている項目だけ
です。「編集項目」で設定する項目を追加したい場合は，管理項目編集画面での設定
を見直してください。
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管理対象の項目を変更する方法については，
「10.8.2(1)

管理対象の項目を変更す

る」を参照してください。
（b） 編集項目の並び順を設定する
編集項目は「表示項目」の一覧に表示されている順番で，画面に表示されます。この並
び順を，必ず指定する項目を上にするなど，使い方に合わせて変更できます。
編集項目の並び順を変更するには，変更したい編集項目を「表示項目」の一覧から選択
して，［上へ］または［下へ］ボタンをクリックします。
複数の編集項目を選択して，一度に並び順を変更することはできません。一つずつ変更
してください。
（c） 編集項目を読み取り専用に設定する
「表示項目」の一覧に表示されている編集項目は，読み取り専用（編集不可）に設定でき
ます。利用者権限のユーザに更新させたくない項目や，更新する必要のない項目を編集
できないようにして，誤操作を防げます。
編集項目を読み取り専用に設定するには，設定したい編集項目を「表示項目」の一覧か
ら選択して，「読み取り専用」のチェックボックスをオンにします。
読み取り専用に設定された編集項目は，赤文字で表示されます。

（5） 検索条件に表示する項目を設定する
資産情報を検索または集計する画面に表示する，検索条件を設定します。検索条件に関
する設定は，次の図に示す書式編集画面の「検索条件」で設定します。
図 10-72 書式編集画面の「検索条件」領域

「表示項目」の一覧の中で，背景がグレー表示されている項目は，非表示に変更できませ
ん。
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（a） 検索条件の表示・非表示を設定する
検索条件に表示する項目を設定するには，表示したい検索条件を「非表示項目」の一覧
から選択して，［表示］ボタンをクリックします。すべての項目を表示するには，［全て
表示］ボタンをクリックします。
「表示項目」の一覧に選択した項目が移動して，表示されるようになります。
なお，非表示にする場合は，該当する項目を「表示項目」の一覧から選択して，
［非表
示］ボタンをクリックします。すべての項目を非表示にするには，
［全て非表示］ボタン
をクリックします。
注意事項
「検索条件」で設定できるのは，管理項目編集で利用する設定になっている項目だけ
です。「検索条件」で設定する項目を追加したい場合は，管理項目編集画面での設定
を見直してください。
管理対象の項目を変更する方法については，「10.8.2(1)

管理対象の項目を変更す

る」を参照してください。
（b） 検索条件の並び順を設定する
検索条件は「表示項目」の一覧に表示されている順番で，画面に表示されます。この並
び順を，よく使用する項目を上にするなど，使い方に合わせて変更できます。
検索条件の並び順を変更するには，変更したい検索条件を「表示項目」の一覧から選択
して，［上へ］または［下へ］ボタンをクリックします。
複数の検索条件を選択して，一度に並び順を変更することはできません。一つずつ変更
してください。

（6） 検索結果リストに表示する項目を設定する
資産情報を検索または集計した結果のリストに表示する項目，項目の並び順，および表
示幅を設定します。検索結果リストに関する設定は，次の図に示す書式編集画面の「検
索結果リスト」で設定します。
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図 10-73 書式編集画面の「検索結果リスト」領域

（a） 検索結果リストの表示・非表示を設定する
検索結果リストに表示する項目を設定するには，表示したい項目を「非表示項目」の一
覧から選択して，［表示］ボタンをクリックします。すべての項目を表示するには，
［全
て表示］ボタンをクリックします。
「表示項目」の一覧に選択した項目が移動して，表示されるようになります。
なお，非表示にする場合は，該当する項目を「表示項目」の一覧から選択して，［非表
示］ボタンをクリックします。すべての項目を非表示にするには，［全て非表示］ボタン
をクリックします。
注意事項
「検索結果リスト」で設定できるのは，管理項目編集で利用する設定になっている項
目だけです。
「検索結果リスト」で設定する項目を追加したい場合は，管理項目編集
画面での設定を見直してください。
管理対象の項目を変更する方法については，
「10.8.2(1)

管理対象の項目を変更す

る」を参照してください。
（b） 検索結果リストの並び順を設定する
検索結果リストは，「表示項目」の一覧に表示されている順で，画面の左から右に表示さ
れます。この並び順を，重要な項目をいちばん左に表示するなど，使い方に合わせて変
更できます。
検索結果リストの並び順を変更するには，変更したい項目を「表示項目」の一覧から選
択して，［上へ］または［下へ］ボタンをクリックします。左に表示させたい場合は上，
右に表示させたい場合は下に移動させます。
複数の項目を選択して，一度に並び順を変更することはできません。一つずつ変更して
ください。
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（c） 検索結果リストの項目の幅を設定する
「検索結果リスト」の一覧に表示されている項目は，表示幅を設定できます。デフォルト
の表示幅が広過ぎる場合に表示幅を狭めたり，折り返して表示されないようにしたりで
きます。
検索結果リストの表示幅を設定するには，設定したい項目を「表示項目」の一覧から選
択して，0 〜 999 の数値（ピクセル）を入力します。0 または数値を何も入力しないと，
画面のサイズに合わせて自動的に調整されます。
なお，保有機器集計画面の集計結果で，
「集計観点」で選択した項目の表示幅を変更した
い場合，「表示項目」の「機器種別（ハードウェア資産情報）」の表示幅を設定してくだ
さい。「集計観点」で「機器種別」以外を選択した場合も，この幅で表示されます。

（7） 書式を追加する
書式は，一つの操作画面に複数設定できます。例えば，管理者用と利用者用に二つ設定
することができます。
一つの操作画面に対して，特定のユーザ権限を複数の書式で適用することはできません。
例えば，同じ操作画面に設定した「書式 1」と「書式 2」の両方に，管理者権限を適用す
ることはできません。
新しく書式を追加する手順を次に示します。
1. 書式編集画面の［書式の追加］ボタンをクリックする。
書式名を指定するダイアログボックスが表示されます。
書式名は任意に設定できます。ただし，同じ操作画面に対して，同じ名称は設定でき
ません。
キャンセルする場合は，
［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
2. 書式名を指定して，
［OK］ボタンをクリックする。
指定した名称で，新しい書式を設定するタブが追加されます。
書式編集画面の各項目で，書式を設定してください。

（8） 書式をコピーする
すでに設定してある書式をコピーして，書式を追加します。既存の書式を基に，さらに
制限を加えたい場合などに使用すると便利です。
既存の書式をコピーする手順を次に示します。
1. 書式編集画面で，コピーしたい書式を選択する。
2. ［書式のコピー］ボタンをクリックする。
書式名を指定するダイアログボックスが表示されます。
書式名は任意に設定できます。ただし，同じ操作画面に対して，同じ名称は設定でき
ません。
キャンセルする場合は，
［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
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3. 書式名を指定して，［OK］ボタンをクリックする。
指定した名称で，選択した書式がコピーされます。ただし，「対象権限」だけは，設
定がリセットされます。
書式編集画面の各項目で，書式を設定してください。

（9） 書式の名称を変更する
既存の書式の名称を変更する手順を次に示します。
1. 書式編集画面の［書式名の変更］ボタンをクリックする。
書式名を変更するためのダイアログボックスが表示されます。
書式名は任意に設定できます。ただし，同じ操作画面に対して，同じ名称は設定でき
ません。
キャンセルする場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
2. 変更する書式名を指定して，［OK］ボタンをクリックする。
指定した名称で，書式名が変更されます。
キャンセルする場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
3. ［決定］ボタンをクリックする。
変更した内容が，操作画面に反映されます。

（10）書式を削除する
作成したすべての書式を一括して削除する方法と，特定の書式を指定して削除する方法
について説明します。
（a） 書式を一括削除する
作成したすべての書式を削除して画面の設定を初期化するには，業務フィルター画面で，
［書式を初期化］ボタンをクリックします。
（b） 指定した書式を削除する
指定した書式を削除する手順を次に示します。
1. 書式編集画面で，削除したい書式を選択する。
2. ［書式の削除］ボタンをクリックする。
確認ダイアログボックスが表示されます。
キャンセルする場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
選択した書式が削除されます。
すべての書式が削除された場合でも，次回この画面を表示すると，初期設定の「書式
1」が表示された状態に戻ります。
キャンセルする場合は，［キャンセル］ボタンをクリックしてください。
4. ［決定］ボタンをクリックする。
書式の削除が，操作画面に反映されます。
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10.8.4

実行できる業務の変更（利用可能業務割り当て）

業務メニューの表示・非表示を設定することによって，ユーザ権限に応じて実行できる
業務を変更できます。また，業務メニューの名称を変更することもできます。
ユーザ権限に応じた業務の割り当ては，業務メニュー「利用可能業務割り当て」をク
リックすると表示される利用可能業務割り当て画面から変更できます。利用可能業務割
り当て画面を次の図に示します。
図 10-74 利用可能業務割り当て画面

ユーザ権限別にタブで分かれて，利用できる業務メニューと設定内容が表示されます。

（1） 実行できる業務を変更する
ユーザ権限に対して割り当てられている業務を変更できます。ただし，この利用可能業
務を割り当てる作業を，管理者以外の権限に割り当てることはできません。
「ユーザ組織管理」を管理者だけが実行できるように変更する場合を例に，ユーザ権限に
応じて業務を割り当てる手順を次に示します。
1. ［利用者］タブをクリックする。
利用者の業務を割り当てる画面が表示されます。
2. 「ユーザ組織管理」の「表示」チェックボックスをオフにする。
プレビュー領域から，
「ユーザ組織管理」が消えます。
注意事項
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この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
3. ［更新］ボタンをクリックする。
利用者の権限を持つユーザの操作画面には，業務メニュー「ユーザ組織管理」が表示
されなくなります。
再度，業務メニュー「ユーザ組織管理」を利用したい場合は，「表示」チェックボッ
クスをオンにすれば，利用できるようになります。
「機器管理」など，業務カテゴリの「表示」チェックボックスをオフにすると，その下位
の業務メニューもすべて表示されなくなります。

（2） 業務メニューの名称を変更する
「機器管理」を「ハードウェア管理」に変更する場合を例に，業務メニューの名称を変更
する手順を次に示します。
なお，業務メニューの名称を変更すると，ほかのユーザ権限でも同様に変更されます。
1. 「業務名」の「機器管理」のアンカーをクリックする。
次の図に示す，業務名の変更ダイアログボックスが表示されます。
図 10-75 業務名の変更ダイアログボックス

2. 「業務名」に「ハードウェア管理」と入力して，
［決定］ボタンをクリックする。
プレビュー領域の業務名が「機器管理」から「ハードウェア管理」に変更されます。
注意事項
この時点では，変更内容はまだ「Asset Information Manager Limited」のデー
タベースに反映されていません。別の業務メニューを選択したり，WWW ブラウ
ザを終了したりすると，変更内容は破棄されます。
3. ［更新］ボタンをクリックする。
変更内容が「Asset Information Manager Limited」のデータベースに反映されて，
業務メニューが変更されます。

10.8.5

引き当て項目の設定（インベントリ情報の引き当て）

インベントリ情報の部署情報を，「Asset Information Manager Limited」の管理項目に
引き当てるための設定をします。
引き当て項目の設定は，業務メニュー「インベントリ情報の引き当て」をクリックする
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と表示されるインベントリ情報の引き当て画面から実行します。インベントリ情報の引
き当て画面を次の図に示します。
図 10-76 インベントリ情報の引き当て画面

「Asset Information Manager Limited」の管理項目と，各項目に設定されている引き当
て項目の一覧が表示されます。引き当て項目を設定するには，設定したい管理項目の
［参照］ボタンをクリックしてください。

（1） 部署情報の登録の仕組み
ユーザインベントリ情報で部署が管理されている場合，それらの情報を「Asset
Information Manager Limited」のデータベースに登録できます。

参考
部署は，インベントリ情報として取得した IP アドレスが所属する IP グループに合わせて登
録することもできます。IP グループに合わせて登録する設定と併用することで，ユーザイ
ンベントリ情報で引き当てられなかった資産の部署を，IP グループに合わせて登録できま
す。部署を IP グループに合わせて登録する方法については，マニュアル「構築ガイド」の
「10.2.3(6) 部署別 IP グループを使用した部署の設定」を参照してください。

ユーザインベントリ情報の部署情報を引き当て項目として，部署を新規に登録する場合
の例を次の図に示します。
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図 10-77 部署情報を引き当て項目とする場合の資産情報への引き当て例

ユーザインベントリ情報から取得した部署が，ユーザインベントリ情報の階層に従って，
「Asset Information Manager Limited」での表記に変換されます。変換された値で部署
情報に引き当てられ，該当する部署が「Asset Information Manager Limited」の資産情
報の「部署」に登録されます。
該当する部署がない場合，部署情報に新規に部署が追加されて，追加された部署の情報
が「Asset Information Manager Limited」の資産情報の「部署」に登録されます。な
お，該当する部署がない場合は，登録しないように設定することもできます。

（2） 部署の引き当て項目の設定
部署の引き当て項目は，インベントリ情報の引き当て画面で，「部署情報 . 部署名」の
［参照］ボタンをクリックすると表示される［インベントリ情報の引き当て
アログボックスで設定します。
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図 10-78 ［インベントリ情報の引き当て

［インベントリ情報の引き当て

部署］ダイアログボックス

部署］ダイアログボックスに表示される次の項目の中か

ら，引き当て項目を選択します。
ここでは，「ユーザインベントリから取得」を選択します。
•「設定しない」（デフォルト）
ユーザインベントリ情報からは，部署は登録されません。
部署別 IP グループを使用して部署を登録する設定にしている場合は，IP グループに
対応した部署が登録されます。
•「ユーザの所属部署を設定する」
ユーザインベントリ情報のユーザ名から，部署情報の「部署」が登録されます。ただ
し，ユーザインベントリ情報から取得したユーザが，あらかじめ「Asset Information
Manager Limited」のユーザとして登録されている必要があります。
また，この項目を指定した場合，必ず「Asset Information Manager Limited」の資産
情報の「ユーザ名」に，ユーザインベントリ情報から取得した情報を登録する設定に
してください。
•「ユーザインベントリから取得」
ユーザインベントリ情報から取得した部署が，
「Asset Information Manager Limited」
の資産情報の「部署」に登録されます。この項目を指定したら，配布管理システムで
の部署の階層に合わせて「部署 1」〜「部署 10」を設定します。
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また，
「新規登録」チェックボックスをオンにすると，「Asset Information Manager
Limited」の部署情報に該当する部署がない場合は，新規に登録されます。
配布管理システムで部署の階層がどのように作成されているかは，リモートインス
トールマネージャから表示する，
［ユーザインベントリ項目作成］ダイアログボックス
を参照してください。
「部署 1」〜「部署 10」には，
［ユーザインベントリ項目作成］
ダイアログボックスの「項目名称」と同じ文字列を設定してください。
配布管理システムでの部署の階層を作成する方法については，
「3.3.2

ユーザインベ

ントリ項目の作成」を参照してください。
また，「上書き設定」で引き当て項目に選択した値の更新方法を設定します。
•「上書きする」
（デフォルト）
すでに「Asset Information Manager Limited」のデータベースに値が登録されていて
も，取得したインベントリ情報の値で上書きします。取得したインベントリ情報の該
当する値が NULL または N/A のときは，登録されていた値は削除されます。
•「上書きする（NULL または N/A は上書きしない）
」
すでに「Asset Information Manager Limited」のデータベースに値が登録されていて
も，取得したインベントリ情報の値で上書きします。ただし，取得したインベントリ
情報の該当する値が NULL または N/A のときは，上書きしません。
•「上書きしない」
すでに「Asset Information Manager Limited」のデータベースに値が登録されていた
ら，上書きしません。

10.8.6

変更履歴として取得する項目の選択（変更履歴取得
項目）

管理する目的に合わせて，機器の変更履歴として取得する項目を選択できます。
機器の変更履歴は，「Asset Information Manager Limited」のデータベースにインベン
トリ情報を登録する際に取得されます。
変更履歴として取得する項目の選択は，業務メニュー「変更履歴取得項目」をクリック
すると表示される変更履歴取得項目画面から変更できます。変更履歴取得項目画面を次
の図に示します。
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図 10-79 変更履歴取得項目画面

機器の変更履歴として取得できる項目が一覧で表示されます。ハードウェア資産情報の
固有情報を使用して機器の情報を管理している場合，固有情報の変更履歴も取得できま
す。ここでの設定に合わせて取得された変更履歴は，
「機器管理」以下の業務メニュー
「変更履歴」
，および［機器詳細］ダイアログボックスの［変更履歴］タブで参照できま
す。
変更履歴を取得したい項目は，
「取得」のチェックボックスをオンにして［更新］ボタン
をクリックしてください。
変更履歴として取得しない項目は，
「取得」のチェックボックスをオフにして［更新］ボ
タンをクリックしてください。
注意事項
• 業務メニュー「管理項目編集」で，変更履歴として取得できる項目を非表示に設
定すると，変更履歴は取得されません。また，この画面にも表示されなくなりま
す。
•「ネットワーク情報 .IP アドレス」または「ネットワーク情報 .MAC アドレス」の
項目の変更履歴を取得する場合，DHCP 運用の機器の変更履歴が大量に取得され
るおそれがあります。
•「ネットワーク情報 .IP アドレス」または「ネットワーク情報 .MAC アドレス」の
項目の変更履歴を取得する場合，IP アドレスおよび MAC アドレスの変更履歴は，
MAC アドレスの値をキーにして取得されます。そのため，変更履歴として MAC
アドレスを取得しない設定にすると，IP アドレスに変更がないときも変更履歴が
取得されることがあります。
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JP1/NETM/DM Manager のサーバコンポーネントを「中継マ
ネージャ」としてインストールしたシステム，JP1/NETM/DM
Client の「中継システム」および「クライアント」は，すべて
クライアントとしての機能を持っています。クライアントの機
能には，配布管理システムからのジョブを受ける機能や，自
PC のシステムを管理する機能があります。
この章では，クライアントの機能を使用する場合の操作につい
て説明します。

11.1 クライアントを使用する前に
11.2 クライアントの動作環境を設定する
11.3 ジョブの実行を保留またはキャンセルする
11.4 パッケージセットアップマネージャを操作する
11.5 ユーザインベントリ情報を入力する
11.6 クライアントからのインベントリ情報の通知
11.7 ローカルシステムビューアを操作する
11.8 システム監視によるアラート通知
11.9 印刷抑止を解除する
11.10 バックアップファイルを管理する
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11.1 クライアントを使用する前に
ここでは，クライアントの機能を使用する前に必要な設定や，クライアントで表示され
るアイコンの種類など，クライアントを使用する際の前提知識について説明します。

11.1.1 クライアント使用時に必要な設定
クライアントの機能は，自動的に実行されることが多いため，使用前に適切な動作環境
を設定しておく必要があります。ここでは，クライアントで事前の設定が必要な項目に
ついて説明します。

（1） ID への登録
クライアントは，配布管理システムからのジョブを受け取るため，ID と呼ばれるグルー
プに自システムを登録しておく必要があります。
配布管理システムは，多数のクライアントへジョブを実行する場合，クライアントをグ
ループに分け，グループごとにジョブを実行します。クライアントのグループを作成す
る方法には，配布管理システムで定義する方法と，クライアント側で属するグループを
決める方法とがあります。クライアント側で属するグループを決める場合，配布管理シ
ステムではグループの名称だけを作成しておきます。このグループの名称を ID と呼びま
す。クライアントは，どの ID に所属するかを決め，その ID に登録します。あて先とし
て ID を指定したジョブが実行されると，ID に所属しているクライアントへ，ジョブが
自動的に実行されます。
ID への登録方法については，
「11.2.1 ID への登録」を参照してください。

（2） システム起動時インストールのための準備
JP1/NETM/DM を使用したリモートインストールでは，クライアントの業務を妨げない
ためのさまざまなオプションが用意されています。その一つとして，「システム起動時イ
ンストール」が挙げられます。これは，クライアントの PC の起動を契機としてリモー
トインストールを実行するオプションです。
「システム起動時インストール」のジョブを受ける場合は，クライアント側でも，幾つか
の設定が必要となります。大抵のクライアントは「システム起動時インストール」の
ジョブを受けることが考えられますので，この設定は，クライアントを導入して使用を
開始するときに，必ず行ってください。設定する項目および設定内容の詳細については，
「11.2.2 システム起動時インストールのための準備」を参照してください。

（3） Windows NT の一般ユーザ権限でのインストールの設定
Windows NT のクライアントでは，ログオンしたときのユーザ権限によって，インス
トールできるパッケージが制限されます。クライアントをインストールしたユーザがロ
グオンした状態でないと，GUI インストールモードのパッケージはインストールされま
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せん。また，処理中ダイアログも表示されません。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用すると，クライアントをインストールし
たユーザ以外がログオンした状態でも，GUI インストールモードのパッケージのインス
トールができるようになり，処理中ダイアログも表示されます（Windows NT の JP1/
NETM/DM Client の場合）。そのため，Administrator 権限を持たないユーザ（一般ユー
ザ）でも，パッケージのインストールができます。ただし，パッケージセットアップマ
ネージャは，複数の一般ユーザで共用しないでください。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用するかどうかは，クライアントのセット
アップで指定します。指定方法については，
「11.2.3

Windows NT の一般ユーザ権限で

のインストール」を参照してください。

（4） 処理中であることを通知するダイアログボックスの表示
配布管理システムからの指示で，自動的にソフトウェアのダウンロードやインストール，
ソフトウェアの検索等の処理が開始されると，クライアントの画面には，処理中である
ことを示すメッセージダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスには最
小化ボタンが付いていますが，表示を抑止することもできます。また，ユーザ独自に作
成したダイアログボックスを表示させることもできます。
処理中を通知するダイアログボックスの表示の有無，および表示方法は，クライアント
のセットアップで指定します。指定内容については，マニュアル「構築ガイド」の「6.2
クライアントをセットアップする」を参照してください。

11.1.2 クライアントの起動状態とジョブの実行
配布管理システムから指示されたジョブを受け取り，インストールなどの処理を自動的
に行うには，クライアントを起動状態にしておく必要があります。逆に，クライアント
の PC で作業を中断できないなどの理由で，配布管理システムからのジョブを受けたく
ない場合は，クライアントを停止させる必要があります。さらに，常にクライアントを
停止しておきたい JP1/NETM/DM Client（クライアント）では，セットアップでクライ
アントの非常駐を設定できます。
ここでは，クライアントの起動・終了方法，クライアントを起動しないでジョブを実行
する方法，注意事項などについて説明します。
なお，JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ）および JP1/NETM/DM Client（中
継システム）では，クライアントが常に起動している必要があります。クライアントの
状態が「停止中」となっていると，ジョブを受け取ることができないで，中継システム
としての役割が果たせなくなるためです。JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ）
の場合，クライアントの機能は Windows の起動・停止に合わせて起動・停止し，手動で
起動したり停止したりできません。しかし，JP1/NETM/DM Client（中継システム）の
クライアント機能の場合は，クライアントマネージャを使用して手動で起動や停止がで
きるためご注意ください。
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（1） クライアントの起動・停止
クライアントは，Windows 起動時に自動的に起動し，Windows 終了時に自動的に停止
しますが，クライアントマネージャを使用すると，手動で起動・停止させることができ
ます。クライアントマネージャは，JP1/NETM/DM Client で使用できます。
クライアントマネージャは，クライアントの現在の状態を確認するための機能です。［ス
タート］メニューから［クライアントマネージャ］アイコンを選択すると，［クライアン
トマネージャ］ダイアログボックスが表示され，クライアントの状態が，「起動中」
，「停
止中」，
「起動又は停止処理中」，および「非常駐」
（Windows NT だけ）のどれかで表示
されます。
図 11-1 ［クライアントマネージャ］ダイアログボックス

［クライアントマネージャ］ダイアログボックスの［起動］
，［停止］ボタンを選択するこ
とで，クライアントを起動させたり停止させたりすることもできます。ただし，「非常
駐」の状態では，［起動］ボタンを選択してクライアントを起動させることはできませ
ん。「非常駐」の状態からクライアントを起動させる方法については，
「(2) クライアン
トの非常駐」を参照してください。また，クライアントマネージャでクライアントを停
止させても，稼働状況の監視は停止できません。

（2） クライアントの非常駐
クライアントの PC を常にほかの業務で使用している場合や，ソフトウェアのインス
トールの間隔が大きく，常時起動しておいてもむだであることが多い場合は，セット
アップの設定で，クライアントのプロセスを非常駐にしておくことができます。クライ
アントの非常駐は，［クライアント常駐・ポーリング］パネルで指定します。
非常駐に設定した場合，［クライアントマネージャ］ダイアログボックスには「停止中」
と表示され，必要に応じて手動で起動できます。クライアントマネージャで「非常駐」
と表示されるのは，セットアップで次の三つの設定をしている Windows NT の場合だけ
です。
•「一般ユーザ権限で使用する」チェックボックスがオン
•［クライアント常駐・ポーリング］パネルの「クライアントを常駐する」チェックボッ
クスがオフ
•「非常駐でジョブ実行またはパッケージセットアップマネージャを使用する」チェック
ボックスがオン

660

11.

クライアントを操作する

このような場合に，クライアントを起動させたいときは，セットアップで「クライアン
トを常駐する」を選択したあと，次のどちらかの操作をする必要があります。
•［クライアントマネージャ］ダイアログボックスの［停止］ボタンをクリックして「停
止中」としてから，
［起動］ボタンをクリックする。
• システムを再起動する。
クライアントの非常駐は，JP1/NETM/DM Client（クライアント）だけで設定できます。
JP1/NETM/DM Manager（中継マネージャ）および JP1/NETM/DM Client（中継シス
テム）では設定できません。

（3） クライアントが未起動（非常駐）の場合のジョブの実行
クライアントは，未起動または非常駐の状態では，配布管理システムからのジョブを受
け取ることができません。ジョブを受け取って実行するには，配布管理システムに対す
るポーリングが必要です。ポーリングとは，上位システムと接続し，自システムあての
ジョブがないかどうか確認することです。クライアントを非常駐にしている場合，シス
テム起動時に一度だけポーリングさせることができます。システム起動時のポーリング
は，クライアントの非常駐と同じ［クライアント常駐・ポーリング］パネルで設定しま
す。
システム起動時以外のポーリングには，
［ジョブ実行］アイコンを使用します。［ジョブ
実行］アイコンの使用方法については，マニュアル「導入・設計ガイド」の
「2.13.1(2)(b)

任意のタイミングでジョブを実行する」を参照してください。

なお，クライアントの機能には，
「ID への登録」
，「パッケージセットアップマネー
ジャ」，
「ローカルシステムビューア」など，クライアントが起動していなくても実行で
きるものがあります。これらの機能を実行する場合，
［JP1_NETM_DM Client］または
［JP1_NETM_DM Manager］フォルダのアイコンを使用します。各アイコンの詳細につ
いては，「11.1.3

クライアントのメニュー」を参照してください。

（4） クライアントがスリープ状態から復帰したあとのジョブの実行の注
意事項
クライアントがスリープ状態（一定時間まったく操作しないと切り換わる電力の消費を
抑えて待機している状態）から復帰したあとの注意事項を次に示します。
● システム起動時からのポーリングおよびインストールは実行できません。実行するに
は，復帰したあとに，クライアントを再起動してください。
●「NETM_DM_P スタートアップ」のプログラムは起動しません。起動するには，復帰
したあとに，クライアントを再ログオンしてください。
● 日時指定によるポーリングはおよびインストールは，復帰時点で指定した日時を経過
している場合に実行されます。
● スリープ状態より前にダウンロードを実行していた場合，ジョブは実行できません。
ジョブのリトライまたはポーリング実行後に再開されます。
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● スリープ状態より前にインストールを実行していた場合，スリープ状態から復帰した
あとに再開されます。

11.1.3 クライアントのメニュー
クライアントのコンポーネントをインストールしたシステムでは，［スタート］メニュー
に，次のプログラムフォルダが作成されます。
•［JP1_NETM_DM Client］または［JP1_NETM_DM Manager］フォルダ
•［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダ
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダは，インストール時に［オプションの設
定］ダイアログボックスで，
「NETM_DM_P スタートアップフォルダを作成する」を
選択した場合だけ作成されます。また，クライアントセットアップの［スタートアッ
プ関連］パネルで，同様の設定をした場合も作成できます。
ここでは，それぞれのプログラムフォルダおよびメニューの役割について説明します。

（1）［JP1_NETM_DM Client］または［JP1_NETM_DM Manager］フォ
ルダ
ユーザが JP1/NETM/DM の機能を実行するときに使用するメニューが格納されていま
す。このプログラムフォルダに格納されているメニューについて，次に説明します。
（a） クライアントの機能で使用するメニュー
［JP1_NETM_DM Client］または［JP1_NETM_DM Manager］フォルダに格納されて
いるメニューのうち，クライアントの機能で使用するメニューについて次に説明します。
● セットアップ
クライアントの動作環境を変更するメニューです。動作環境は，通常インストール時
にセンタ管理者が設定します。動作環境を変更する場合はセンタ管理者と相談してく
ださい。各プログラムのセットアップ項目の詳細については，マニュアル「構築ガイ
ド」の「4. JP1/NETM/DM Manager をセットアップする」，
「5. JP1/NETM/DM
Client（中継システム）をセットアップする」，または「6. JP1/NETM/DM Client
（クライアント）をセットアップする」を参照してください。
変更した動作環境は，PC を再起動したあと（または［クライアントマネージャ］メ
ニューからクライアントを再起動したあと）
，有効になります。
● パッケージセットアップマネージャ
配布管理システムから配布されたソフトウェアを，クライアント側からの指示でリ
モートインストールするための，パッケージセットアップマネージャを起動します。
パッケージセットアップマネージャには，次の機能があります。
• クライアント側でソフトウェアを選択してインストールを実行する。
• クライアントにインストールされているソフトウェアを確認する。
パッケージセットアップマネージャを使用したインストールの方法については，
「11.4
パッケージセットアップマネージャを操作する」を参照してください。
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● ローカルシステムビューア
クライアントの情報を閲覧するためのローカルシステムビューアを起動します。ロー
カルシステムビューアでは，クライアントの次に示す情報を確認できます。
• システム監視の状態（ハードディスクおよびメモリの使用状況）
• アラート履歴
• システム情報
• インストールソフトウェア
ローカルシステムビューアを使用したクライアントの情報の確認方法については，
「11.7 ローカルシステムビューアを操作する」を参照してください。
● ID への登録
クライアントを ID に登録するメニューです。ID への登録方法については，
「11.2.1
ID への登録」を参照してください。
● クライアントマネージャ
クライアントのプロセスを手動で起動・停止するメニューです。クライアントで，配
布管理システムからのジョブ実行要求を受けたくない場合などに，クライアントの機
能を停止することができます。クライアントマネージャの使用方法については，
「11.1.2 クライアントの起動状態とジョブの実行」を参照してください。
● ジョブ実行（JP1/NETM/DM Client（クライアント）だけ）
配布管理システムから実行されたジョブを，クライアント側の任意のタイミングで実
行するメニューです。［ジョブ実行］アイコンの使用方法については，マニュアル「導
入・設計ガイド」の「2.13.1(2)(b) 任意のタイミングでジョブを実行する」を参照し
てください。
● ユーザ情報設定
配布管理システムから要求された形式に従って，ユーザインベントリ情報を入力する
ためのダイアログボックスを表示します。配布管理システムからユーザインベントリ
情報の入力要求が来ていない場合は起動されません。ユーザインベントリ情報の入力
方法については，
「11.5

ユーザインベントリ情報を入力する」を参照してください。

● サーバへの通知
クライアントからサーバに，クライアントの削除を通知するメニューです。次に示す
場合に，このメニューを使用してクライアントの削除を通知してください。
• JP1/NETM/DM Client（クライアント）をアンインストールしないまま，サーバの
ネットワーク外へ PC を撤去したり移動したりする場合
• サーバのネットワーク内でのクライアントの移動に伴って，PC の IP アドレスやホ
スト名などの運用キーが変更になる場合
サーバのネットワーク内での移動でも，クライアントの運用キーが変更される場合は，
移動の前に一度クライアントの削除が必要です。
このメニューは，JP1/NETM/DM Client（クライアント）のほかにも，JP1/NETM/
DM Manager（中継マネージャ）または JP1/NETM/DM Client（中継システム）をイ
ンストールした場合にも表示されます。
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［サーバへの通知］メニューを起動すると次に示すダイアログボックスが表示されま
す。このダイアログボックスで［通知］ボタンをクリックするとサーバへクライアン
トの削除が通知されます。
図 11-2 ［サーバへの通知］ダイアログボックス

［サーバへの通知］メニューは，Administrator 権限を持たない一般ユーザの権限で実
行できます。また，セットアップでの「システム構成の自動登録」の設定に関係なく，
このアイコンを実行できます。
なお，アンインストールとは異なり，ネットワークからの削除ではクライアント側の
ホスト識別子は削除されません。
（b） クライアントの機能以外で使用するメニュー
［JP1_NETM_DM Client］または［JP1_NETM_DM Manager］フォルダに格納されて
いるメニューのうち，クライアントの機能以外で使用するメニューについて次に説明し
ます。
● パッケージャ
リモートインストールするソフトウェアを配布管理システムに登録（パッケージング）
するための，パッケージャを起動するメニューです。パッケージャの機能については，
「2. ソフトウェアをリモートインストールする」を参照してください。
● パッケージャユティリティ
パッケージャユティリティを起動するメニューです。パッケージャユティリティは，
あらかじめハードディスクに Groupmax Integrated Desktop を分割コピーして，分割
してパッケージングするための機能です。このユティリティは Groupmax Integrated
Desktop についてだけ使用可能で，それ以外の製品については使用できません。
パッケージャユティリティの使用方法については，マニュアル「導入・設計ガイド」
の「2.1.4 Groupmax Integrated Desktop の分割パッケージング機能」を参照してく
ださい。
● リモートコントロールエージェント
リモートコントロールエージェントを起動するメニューです。リモートコントロール
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エージェントを起動すると，コントローラ（リモートコントロールマネージャをイン
ストールした PC）からの，リモート操作の対象となります。リモートコントロール
エージェントについては，マニュアル「JP1/NETM/Remote Control」を参照してく
ださい。

（2）［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダ
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダは，スタートアッププログラムの起動のタイ
ミングをずらし，JP1/NETM/DM を使用したリモートインストールと重ならないように
するためのフォルダです。
Windows の［スタートアップ］グループに登録されたプログラムは，Windows の起動
と同時に起動するため，
「システム起動時インストール」を使用したバージョンアップが
できません。リモートインストールでバージョンアップする可能性があるスタートアッ
ププログラムは，
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに移動させておいてくださ
い。
ただし，Microsoft Office ショートカットバーのように，［NETM_DM_P スタートアッ
プ］フォルダにショートカットが移動されているとアンインストールが失敗するアプリ
ケーションがあります。このようなアプリケーションの場合，ショートカットを
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへ移動しないでおくこともできます。
スタートアッププログラムの移動の詳細については，
「11.2.2 システム起動時インス
トールのための準備」を参照してください。
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11.2 クライアントの動作環境を設定する
ここでは，クライアントを使用する前に必要な動作環境の設定方法について説明します。

11.2.1

ID への登録

クライアントでは，配布管理システムからのジョブを受け取るため，ID と呼ぶグループ
へ自システムを登録しておく必要があります。ID への登録は，
［スタート］メニューか
ら［ID への登録］アイコンを選択すると表示される［ID への登録］ダイアログボック
スで行います。
図 11-3 ［ID への登録］ダイアログボックス

ID への登録処理は，ID 管理中継と接続した状態で行います。ID 管理中継とは，ID を管
理する上位システムのことで，セットアップ時に，［接続先］パネル（JP1/NETM/DM
Client の場合）で指定した上位サーバがこれに当たります。
［ID への登録］ダイアログ
ボックスには，このサーバの名称が表示されます。
しかし，ID 管理中継と接続していない状態でも，ID への登録や ID からの登録解除を待
ち状態にすることができます。ID 管理中継と接続していない状態で処理をした場合は，
接続できる状態になったあとの，ログオン時または［ID への登録］アイコン選択時に，
実際の登録や登録解除が ID 管理中継に通知されます。したがって，プレインストールや
システム構築の準備段階でも ID への登録ができます。また，クライアントがリモートイ
ンストールなどを行っている最中は，ID 管理中継とは別機能で接続している状態です。
この場合も，接続していないときと同じように扱われます。
ここでは，ID 管理中継との接続状態ごとの，
［ID への登録］ダイアログボックスでの操
作方法を説明します。
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（1） ID 管理中継と接続しているときの ID 登録
ID 管理中継と接続している状態のとき（［ID への登録］ダイアログボックスで「サーバ
との接続状態」が「接続中」のとき）は，次に示す操作ができます。
• クライアントを ID へ登録する。
• クライアントの登録を解除する。
（a） クライアントを ID へ登録する
ID への登録方法を次に示します。
1. 「所属しない ID 一覧」から ID を選択する。
選択された ID は，反転表示されます。複数の ID を選択することはできません。
2. ［>］ボタンをクリックする。
パスワードが必要でない ID の場合は，選択された ID が「所属する ID 一覧」に移動
し，ID への登録は終了します。
パスワードが必要な ID の場合は，
［ID への登録の確認］ダイアログボックスが表示
されます。
3. パスワードを入力し，
［OK］ボタンをクリックする。
システム管理者などから通知された ID のパスワード（半角英数字 14 文字以内）を入
力してください。パスワードが正しい場合は，選択された ID が「所属する ID 一覧」
に移動し，ID への登録は終了します。
（b） クライアントの登録を解除する
ID への登録を解除する方法を次に示します。
1. 「所属する ID 一覧」から ID を選択する。
選択された ID は，反転表示されます。複数の ID を選択することができます。
2. ［<］ボタンをクリックする。
ID からの登録解除を確認するダイアログボックスが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると，選択された ID が［所属しない ID 一覧］に移動し，
ID への登録解除は終了します。

（2） ID 管理中継と接続していないときの ID 登録
ID 管理中継と接続していない状態のとき（［ID への登録］ダイアログボックスで「サー
バとの接続状態」が「未接続」のとき）は，次に示す操作ができます。
• クライアントを ID への登録待ちにする。
• クライアントを ID からの登録解除待ちにする。
• 登録待ちの ID を取り消す。
• 登録解除待ちの ID を取り消す。
• ID 情報を修正する。
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（a） クライアントを ID への登録待ちにする
ID 管理中継と接続したとき，そのサーバで管理している ID に登録できる状態にします。
1. 「ID 入力」に登録したい ID を入力する。
ID は半角で 32 文字（全角で 16 文字）以内で設定してください。ただし，次に示す
記号およびスペースは指定できません。また，先頭に「network ID」が付く ID 名
称は設定できません。
「¥」
「/」
「*」
「:」「"」
「'」
「|」
「!」「.」
「<」「>」「?」「%」
2. ［>］ボタンをクリックする。
パスワードを確認する［ID への登録の確認］ダイアログボックスが表示されます。
ID 登録するときパスワードが必要でない ID の場合は，［パスワード］に何も入力し
ないで［OK］ボタンをクリックしてください。ID への登録準備は終了します。
3. パスワードを入力する。
パスワードが必要な ID の場合は，システム管理者などから通知された ID のパス
ワードを入力し，［OK］ボタンをクリックしてください。ID への登録準備は終了し
ます。登録準備が終了した ID は，
「所属する ID 一覧」に表示されます。「登録待ち」
というコメントが付き，背景が黄色になります。
待ち状態になっている［ID への登録］が ID 管理中継に通知されるのは，ID 管理中
継と通信できる環境になってから最初にログオンした時，または［ID への登録］ア
イコンを選択した時です。
このとき，エラーが通知された場合は，ID 情報を修正して再登録することができま
す。
（b） クライアントを ID からの登録解除待ちにする
ID 管理中継と接続したとき，そのサーバで管理している ID から登録を解除できる状態
にします。
1. 「所属する ID 一覧」から ID を選択する。
選択された ID は，反転表示されます。複数の ID を選択することもできます。
2. ［>］ボタンをクリックする。
ID からの登録解除を確認するダイアログボックスが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
［所属しない ID 一覧］に移動し，ID への登録解除準備は終了します。
登録解除準備が終了した ID は，
「所属する ID 一覧」に表示されます。「解除待ち」
というコメントが付き，背景が黄色になります。
（c） 登録待ちの ID を取り消す
登録待ちの ID を取り消す方法を次に示します。
1. 「所属する ID 一覧」から ID を選択する。
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選択された ID は，反転表示されます。複数の ID を選択することもできます。
2. ［<］ボタンをクリックする。
ID からの登録待ちの取り消しを確認するダイアログボックスが表示されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
ID が「所属する ID 一覧」から削除され，ID への登録待ち取り消しは終了します。
（d） 登録解除待ちの ID を取り消す
登録解除待ちの ID を取り消す方法を次に示します。
1. 「所属しない ID 一覧」から ID を選択する。
選択された ID は，反転表示されます。複数の ID を選択することもできます。
2. ［>］ボタンをクリックする。
選択された ID が「所属する ID 一覧」に移動し，ID への解除待ち取り消しは終了し
ます。
（e） ID 情報を修正する
［ID への登録］ダイアログボックスで，登録待ちの ID 情報を修正する方法を次に示しま
す。
なお，エラーを通知する［ID への登録］ダイアログボックスが表示された場合は，［再
登録］ボタンをクリックすると，次に示す方法で ID 情報を修正できます。
［OK］ボタン
をクリックすると，エラーとなった ID の登録を取りやめ，処理を終了します。
1. 「所属する ID 一覧」から ID を選択する。
「所属する ID 一覧」から，ID 情報を修正したい ID を選択します。修正できるのは，
登録待ち（背景が黄色）の ID，および登録エラーとなった ID（背景が赤色）の ID
です。
2. ［修正］ボタンをクリックする。
［ID 情報の修正］ダイアログボックスが表示されます。
3. ID 名称，パスワードを修正し，［OK］ボタンをクリックする。
ID 情報が修正されます。修正された ID には「登録待ち」というコメントが付き，背
景が黄色になります。

（3） ID へ登録するときの注意事項
•［ID への登録］ダイアログボックスを起動している間はクライアントの機能を使用で
きません。ID への登録作業が終了したら，
［ID への登録］ダイアログボックスを終了
させてください。
• クライアントのセットアップで接続先サーバを変更した場合は，ID を再登録してくだ
さい。
• クライアントのセットアップで，更新されたインベントリ情報を自動的に配布管理シ
ステムへ通知するように設定し，WUA を使用してパッチ情報を検出するクライアン
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トでは，
［ID への登録］ダイアログボックスを起動して表示されるまでに時間が掛か
る場合があります。

11.2.2 システム起動時インストールのための準備
ここでは，ソフトウェアのインストールタイミングを「システム起動時インストール」
に設定した場合に，クライアント側で必要な準備作業について説明します。

（1） ポーリングの設定
配布管理システムからジョブが実行されると，クライアントはその指示によって要求さ
れた処理を実行します。しかし，通信障害や，クライアントの PC が起動していなかっ
たなどの要因で，上位システムからの指示が届かない場合があります。このようなとき，
クライアントは，上位システムと接続し，自システムあてのジョブが届いていないかど
うか確認します。これをポーリングと呼びます。
ポーリングの有無や間隔は，セットアップ時に［クライアント常駐・ポーリング］パネ
ルで設定します。
図 11-4 ［クライアント常駐・ポーリング］パネル

「システム起動時インストール」のジョブを受ける場合は，
「ポーリングする」のチェッ
クボックスをオンにし，さらに，「システム起動時からのポーリング」のチェックボック
スもオンにしてください。
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なお，このとき「起動時ポーリングのタイミング」を「システム起動前」とするか「シ
ステム起動後」とするかによって，ジョブ実行時にクライアントが起動していなかった
場合のインストールタイミングが次のように異なります。
システム起動前
クライアントのシステムを起動したとき，先にポーリングしてから，ダウンロード
済みのパッケージのインストール処理をします。システム起動時のポーリングで
パッケージをダウンロードすると，その直後にインストールするため，1 回のシス
テム起動でインストールが完了します。
システム起動後
クライアントのシステムを起動したとき，ダウンロード済みのパッケージのインス
トール処理をしたあとに，ポーリングします。インストール処理終了後にポーリン
グしてパッケージをダウンロードするため，「システム起動時インストール」の処理
は，2 回目のシステム起動時まで待つことになります。
例えば，インストール日時が「03/05/21 05:00」のジョブを，03 年 5 月 21 日 01:00 に実
行した場合の，ポーリングの設定別のインストールタイミングを，次の図に示します。
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図 11-5 ポーリングの設定によるインストールタイミングの違い

「システム起動前」を指定すると，1 回のシステム起動でインストールが完了するメリッ
トがあります。しかし，［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダにプログラムを登録
している場合，これらのプログラムは，ポーリングによってダウンロードされたパッ
ケージのインストール後に起動されるため，起動が数十秒遅くなります。
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに登録したプログラムの起動を早くしたい場
合は，「システム起動後」を指定してください。その場合，これらのプログラムはポーリ
ングを待たないで起動します。［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへのプログラ
ムの登録については，「(2)

スタートアッププログラムの移行」を参照してください。

（2） スタートアッププログラムの移行
［スタート］メニューの［スタートアップ］グループに登録しているプログラムは，
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Windows の起動と同時に自動的に起動されます。しかし，システム起動時インストール
のジョブが実行されるタイミングもこれとほぼ同じなので，スタートアッププログラム
の起動中に，そのプログラムをリモートインストールしようとすると，インストールが
失敗します。［スタートアップ］グループに登録されたプログラムがある場合，このよう
なことを避けるには，各クライアントで［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダを作
成し，スタートアッププログラムをこのフォルダへ移動させてください。
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに登録されたプログラムは，システム起動時
インストールの処理が終了してから起動するようにクライアントが管理します。そのた
め，プログラムの自動起動のタイミングとリモートインストールのタイミングが重なら
なくなります。
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダは，デフォルトでは作成されていません。次
のどちらかの操作をすると作成できます。
• インストール時に［オプションの設定］ダイアログボックスで，「NETM_DM_P ス
タートアップフォルダを作成する」を選択する。
• クライアントセットアップの［スタートアップ関連］パネルで，「NETM_DM_P ス
タートアップフォルダを作成する」を選択する。
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへのスタートアッププログラムの移動は，自
動移行する方法と手動で移行する方法があります。それぞれについて次に説明します。
（a） 自動移行
セットアップ時の指定で，
［スタートアップ］グループ中のプログラムのショートカット
を自動的に［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへ移動できます。
［スタートアッ
プ関連］パネルで，
「スタートアッププログラムを移行する」のチェックボックスをオン
にしてください。
さらに，プログラムごとに［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへ移動するかどう
かを選択できます。
「スタートアッププログラムを移行する」チェックボックスをオンに
し，［一覧を表示する］ボタンをクリックしてください。
移動したいプログラムは，
「移行するショートカット」リストボックスのプログラムの一
覧で，先頭のチェックボックスをオンにしてください。チェックボックスをオフにした
場合，そのプログラムは［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへ移動されません。
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図 11-6 ［スタートアップ関連］パネル

なお，スタートアップアイコン移行のカスタマイズによって移行対象外としたプログラ
ムは，［スタートアップ］グループに残すことによって起動時インストールが失敗するこ
とがありますのでご注意ください。
プログラムのショートカットが自動移行されるタイミングを次に示します。
• セットアップの実行後
• ログオフ，システム停止時
• リモートインストールなどのジョブ実行後
次のプログラムのショートカットは自動移行されません。
•「移行するショートカット」リストボックスの先頭のチェックボックスをオフにしたプ
ログラム
• クライアントが停止状態のとき，ユーザが手動でインストールして［スタートアップ］
グループに登録したプログラム
• クライアントを常駐させない設定のとき，ユーザが手動でインストールして［スター
トアップ］グループに登録したプログラム
（b） 手動での移行
セットアップの［スタートアップ関連］パネルで，「NETM_DM_P スタートアップフォ
ルダを作成する」だけをオンにし，「スタートアッププログラムを移行する」のチェック
ボックスをオフにした場合，スタートアッププログラムは自動移行されません。この場
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合，［スタートアップ］グループ中に登録されているプログラムのショートカットを，
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに手動で移行できます。スタートアッププロ
グラムを新規に登録する場合も，
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに登録する
ようにしてください。
（c） Windows NT を使用する場合の注意事項
● スタートアッププログラムを自動的に移行させる設定をすると，クライアントをイン
ストールしたユーザ以外のユーザ ID でログオンしたときに，［NETM_DM_P スター
トアップ］フォルダ中のプログラムが起動されません。クライアントを複数のユーザ
が使用する場合は，
「スタートアッププログラムを移行する」のチェックボックスをオ
フにしてください。
● スタートアッププログラムを自動的に移行させる場合，［NETM_DM_P スタートアッ
プ］フォルダは，共通プログラムフォルダ，および個人プログラムフォルダの両方に
作成されます。
●［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダへプログラムを手動で登録する場合は，
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用するかどうかによって，作成される
フォルダが異なります。「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用する場合は共
通プログラムフォルダ，使用しない場合は個人プログラムフォルダに作成されます。
一般ユーザ権限と Administrator 権限とでクライアントを共有する場合，
［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダに作成するショートカットは，どちらの権
限でもアクセスできるように設定してください。
● 自動移行の設定時に移行対象外として選択したプログラムが，すでに［NETM_DM_P
スタートアップ］フォルダに登録されているとき，そのプログラムは［スタートアッ
プ］グループに戻されます。このとき，［スタートアップ］グループに戻すプログラム
が［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダ（個人）に登録されているプログラム
の場合は，個人の［スタートアップ］グループに戻されます。［NETM_DM_P スター
トアップ］フォルダ（共通）に登録されているプログラムの場合は，共通の［スター
トアップ］グループに戻されます。
（d） 移行対象外ショートカットの選択基準
Windows の［スタートアップ］グループ内のショートカットを移行対象外として選択す
ると，そのショートカットを使用するプログラムの起動時インストールが失敗するおそ
れがあります。したがって，基本的にはすべてのショートカットを移行対象にしてくだ
さい。ただし，［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダにショートカットが移動され
ることによってバージョンアップインストールやアンインストールに支障があるプログ
ラムがあります。例えば，Microsoft Office ショートカットバーは，［NETM_DM_P ス
タートアップ］フォルダにショートカットが移動されているとアンインストールが失敗
します。このようなプログラムの場合，ショートカットを［NETM_DM_P スタートアッ
プ］フォルダへ移動しないでください。
なお，移行対象外と選択したショートカットを使用するプログラムのバージョンアップ
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インストールなどは，そのプログラムを停止し，システムの稼働中にインストールを実
行するようにしてください。

11.2.3

Windows NT の一般ユーザ権限でのインストール

ここでは，Windows NT の JP1/NETM/DM Client で「一般ユーザ権限でのインストー
ル機能」を使用する場合の指定方法および制限事項について説明します。

（1） インストールモードとユーザ権限
リモートインストール時のインストール方法には，ファイルのコピーだけでインストー
ルが終了するバックグラウンドインストールモードと，GUI を使用する GUI インストー
ルモードとがあります。日立プログラムプロダクト，他社ソフトウェアなどの流通ソフ
トウェアは，ほとんどが GUI インストールモードを使用します。
しかし，クライアントが Windows NT の場合，GUI インストールモードのパッケージ
は，クライアントをインストールしたユーザがログオンした状態でないとインストール
されないで，処理中ダイアログも表示されません。
ただし，JP1/NETM/DM Client の場合は，クライアントのセットアップで「一般ユーザ
権限でのインストール機能」を使用するように設定することで，Administrator 権限を
持たないユーザ（一般ユーザ）や，クライアントをインストールしたユーザ以外の
Administrator 権限を持ったユーザがログオンした状態でも，GUI インストールモード
でのインストールや処理中ダイアログの表示ができます。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥NETM/DM/P のアクセス権は，
一般ユーザが変更できないように設定しておいてください。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を設定するには，
［クライアントセットアップ］
ダイアログボックスの［権限］パネルで，「一般ユーザ権限で使用する」チェックボック
スをオンにします。
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図 11-7 ［権限］パネル

なお，バックグラウンドインストールモードのパッケージは，ログオンしているユーザ
の権限に関係なくインストールされます。

（2） 一般ユーザ権限でのインストール時の制限事項
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用する場合，クライアントでは次のような
制限があります。
（a）［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダの変更
セットアップの［スタートアップ関連］パネルで「NETM_DM_P スタートアップフォル
ダを作成する」をオンにした場合，
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用する
かどうかで，［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダの作成位置が異なります。
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用しない場合，［NETM_DM_P スタート
アップ］フォルダは，個人プログラムフォルダに作成されます。一方，セットアップ時
に，「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用する設定をすると，共通プログラム
フォルダに作成されます。
また，セットアップ時に「スタートアッププログラムを移行する」を選択し，共通プロ
グラムフォルダのスタートアップ，および個人プログラムフォルダのスタートアップの
両方にショートカットなどが登録されている場合，
「一般ユーザ権限でのインストール機
能」を使用するかどうかに関係なく，共通プログラムフォルダおよび個人プログラム
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フォルダの両方に［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダが作成されます。
一般ユーザ権限と Administrator 権限とで共有する場合，［NETM_DM_P スタートアッ
プ］フォルダに作成するショートカットは，どちらの権限でもアクセスできるように設
定してください。
（b） インストールするプログラムのプログラムフォルダの変更
実際に一般ユーザ権限でパッケージをインストールした場合，プログラムフォルダの作
成が，Administrator 権限でインストールした場合と異なります。ログオンするユーザ
の権限と，インストーラで作成するプログラムフォルダの種別を次に示します。
一般ユーザ権限でパッケージをインストールした場合は，必要に応じて，プログラム
フォルダを手動で移行してください。
表 11-1 ユーザ権限とプログラムフォルダ
インストーラで作成するプログラムフォルダの
種別

ログオンするユーザの権限
Administrator

一般ユーザ

個人

個人

"Default User" ※ 1

共通

共通

共通または個人※ 2

なし（16bit アプリケーション）

共通

個人

注※ 1
"Default User" の個人プログラムフォルダに作成されます。"Default User" の個人プログラム
フォルダは，Windows NT のインストールパスを「C:¥Winnt」とした場合，次の場所にありま
す。
"C:¥Winnt¥Profiles¥Default User¥ スタート メニュー ¥ プログラム "
注※ 2
インストールするプログラムの仕様によって異なります。

（c） クライアント停止中のインストール
一般ユーザ権限でログオンした場合で，クライアントマネージャでクライアントを停止
したとき，または［クライアント常駐・ポーリング］パネルの「クライアントを常駐す
る」チェックボックスおよび［権限］パネルの「非常駐でジョブ実行またはパッケージ
セットアップマネージャを使用する」チェックボックスを両方オフにしたときには，次
に示す制限があります。
● クライアントのパッケージセットアップマネージャまたは［ジョブ実行］アイコンで
インストールを実行しても，次のパッケージはインストールできません。
• サービスの登録，開始または停止が必要なパッケージ
• レジストリキーを新規に作成するパッケージ
• インストール先ディレクトリおよびファイルのアクセス権に，
「読み取り」，
「書き込
み」および「削除」が設定されていないパッケージ
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● クライアントのパッケージセットアップマネージャまたは［ジョブ実行］アイコンで
インストールを実行しても，インストール先ディレクトリおよびファイルの，アクセ
ス権と所有者は変更できません。
（d） AIT ファイルを使用したインストール
レジストリの HKEY_CURRENT_USER を操作する設定をした AIT ファイルを使用し
てリモートインストールする場合，Administrator 権限を持ったユーザでクライアント
にログオンしている必要があります。
一般ユーザ権限でログオンした場合は，HKEY_CURRENT_USER へのアクセス権がな
いため，AIT ファイルが操作するレジストリが自動的に HKEY_USERS¥.DEFAULT に
変更されます。これによって，インストールが正しく実行できない場合があります。
（e） バックグラウンドインストール時の外部プログラムの起動
コマンドプロンプトを使用するプログラムやバッチファイルを外部プログラムとして指
定したパッケージを，
「一般ユーザ権限でのインストール機能」を使用するように設定し
たクライアントに対してインストールする場合，バックグラウンドインストールを指定
しても，外部プログラムの起動時にコマンドプロンプト画面が表示されます。
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11.3 ジョブの実行を保留またはキャンセルす
る
上位のシステム（配布管理システム）から一方的にジョブが実行されるのを防いだり，
クライアントの都合に合わせてジョブを実行したりする方法としてジョブの保留・キャ
ンセル機能があります。
ジョブの保留・キャンセル機能を有効にするには，あらかじめクライアントセットアッ
プで次の設定が必要です。
JP1/NETM/DM Client（クライアント）のクライアントセットアップ
［ジョブオプション］パネルで，「ジョブを保留する」チェックボックスをオンにし
てください。

11.3.1 ジョブの保留・キャンセルの方法
ジョブの保留・キャンセル機能を有効にすると，次に示すタイミングで［JP1/NETM/
DM 保留・キャンセル］ダイアログボックスが表示されます。
• 上位サーバからジョブの実行要求を受信したとき
•［ジョブ実行］アイコンを起動したとき
• パッケージセットアップマネージャを起動したとき，または［パッケージ］ウィンド
ウで情報を更新したとき
［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアログボックスには，ダウンロードされた
ジョブの一覧が表示されます。
図 11-8 ［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアログボックス
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ジョブ種別 / パッケージ名
ジョブ種別（「ソフトウェア情報の取得」
），またはパッケージの名称です。
動作
ジョブに対する動作（実行・保留・キャンセル）が表示されます。
タイミング
パッケージに設定されているインストールタイミングです。
サイズ
パッケージのサイズです。
日付
ジョブがクライアントに到着した日付です。
［決定］ボタン
［インストール］
，［保留］
，または［ジョブキャンセル］ボタンで選択した動作を実
行してダイアログボックスを閉じます。
［インストール］ボタン
選択状態（反転表示）のジョブを即時に実行します。
［保留］ボタン
選択状態（反転表示）のジョブの実行を一時的に保留します。
［ジョブキャンセル］ボタン
選択状態（反転表示）のジョブの実行を拒否します。
ジョブの動作を変更したとき確認する。
［インストール］
，［保留］
，または［ジョブキャンセル］ボタンでジョブの動作を変
更したとき，および［決定］ボタンをクリックしたときに，そのつど確認のダイア
ログボックスを表示させたい場合にチェックします。
実行まで残り ｎ 秒
「n」に，セットアップで指定したダイアログボックス表示時間の残り秒数が示され
ます。
［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアログボックスでの保留・キャンセルの方法
を次に示します。
1. ジョブを選択し，
［動作］でジョブの実行方法を指定する。
［インストール］，
［保留］，または［ジョブキャンセル］ボタンでジョブの動作を変更
し，
［決定］ボタンをクリックします。ボタンをクリックするたびに確認のダイアロ
グボックスを表示させたい場合は，
「ジョブの動作を変更したとき確認する」を
チェックしてください。
2. ［決定］ボタンをクリックする。
指定した動作に従ってジョブが処理されます。
［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアログボックスの「実行まで残り ｎ 秒」
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には，セットアップで指定したダイアログボックス表示時間の残り秒数が表示されま
す。ダイアログボックスに対してクリックなどの操作をするとこの表示はなくなりま
す。ダイアログボックスをまったく操作しないで指定時間が経過し，残り秒数が「0
秒」になると，表示された「動作」を実行してダイアログボックスが閉じます。

11.3.2 保留したジョブの実行方法
保留したジョブを実行するには，［ジョブ実行］アイコンまたは［パッケージセットアッ
プマネージャ］アイコンを起動してください。「システム起動時実行」のジョブを保留し
た場合は，次のシステム起動時に，再度［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアロ
グボックスが表示されます。

11.3.3 ジョブを保留・キャンセルする場合の注意事項
●［JP1/NETM/DM 保留・キャンセル］ダイアログボックスは，Windows にログオンし
たあとでないと表示されません。このため，PC を起動したあと，Windows にログオ
ンしないまま一定時間が過ぎると，ジョブが実行される場合があります。
●「システム起動時インストール」が指定されたパッケージのインストールジョブに対す
る動作は，
［決定］ボタンをクリックした場合と，ダイアログボックスの表示時間が経
過した場合とで，次のように異なります。
［決定］ボタンをクリックした場合
パッケージのダウンロードとインストールが一度に実行されます。
ダイアログボックスの表示時間が経過した場合
パッケージのダウンロードだけが実行されます。インストールは，次回のシステ
ム起動時に実行されます。
● 接続先からのファイル転送が中断中の場合は，ジョブを実行できません。ファイル転
送が再開されると，ジョブを実行できるようになります。
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11.4 パッケージセットアップマネージャを操
作する
通常，クライアントは，配布管理システムからリモートインストールされるパッケージ
を受け取るだけです。しかし，配布管理システムから「クライアントユーザによるイン
ストール」ジョブで配布されたパッケージは，インストールの許可だけが与えられた状
態になっています。このようなパッケージは，クライアントから，パッケージセット
アップマネージャを使用して，必要なソフトウェアを選択してインストールできます。
パッケージセットアップマネージャは，
［スタート］メニューから［パッケージセット
アップマネージャ］アイコンを選択して起動します。

11.4.1 ［Package Setup Manager］ウィンドウの構成
パッケージセットアップマネージャを起動すると，
［Package Setup Manager］ウィンド
ウが表示されます。
［Package Setup Manager］ウィンドウは，次の二つのウィンドウを
切り替えて操作します。
•［パッケージ］ウィンドウ
•［インストールソフトウェア］ウィンドウ

（1）［パッケージ］ウィンドウ
インストールを許可されたソフトウェアの一覧を表示するウィンドウです。表示される
ソフトウェアは，クライアントの接続先（上位システム）によって異なります。この一
覧から，必要なソフトウェアだけを選択してインストールできます。
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図 11-9 ［パッケージ］ウィンドウ

パッケージ名称の左側のアイコンは，パッケージの種類を表します。
•

：通常のパッケージ

•

：差分パッケージ

パッケージセットアップマネージャを使用してパッケージをインストールすると，その
結果が上位システムに通知され，インストールに成功したパッケージのアイコンには青
色の○印，インストールに失敗したパッケージのアイコンには赤色の×印が付けられま
す。パッケージセットアップマネージャを使用しないでインストールした場合も，その
情報が反映されます（パッケージのアイコンに青色の○印が付けられます）。例えば，通
常のリモートインストールのジョブで自動的にインストールされた場合や，クライアン
トのユーザがローカルにインストールした場合などです。
なお，バージョンが 8-00 以降のクライアントでは，差分パッケージのアイコンは表示さ
れますが，インストールできません。
［パッケージ］ウィンドウでの操作の内容については，
「11.4.2

パッケージセットアップ

マネージャからのインストール」を参照してください。

（2）［インストールソフトウェア］ウィンドウ
クライアントにインストールされているソフトウェアの一覧を表示するウィンドウです。
JP1/NETM/DM を使用してインストールしたソフトウェアだけでなく，ローカルインス
トールしたソフトウェアの情報も表示できます。
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図 11-10 ［インストールソフトウェア］ウィンドウ

［インストールソフトウェア］ウィンドウの表示内容については，「11.4.3

ソフトウェア

のインストール状況の確認」を参照してください。

（3） ウィンドウの関連
［Package Setup Manager］ウィンドウ上の 2 種類のウィンドウは，互いに連動していま
す。パッケージセットアップマネージャを使用してパッケージをインストールすると，
［パッケージ］ウィンドウ上で青色の○印が付くだけでなく，［インストールソフトウェ
ア］ウィンドウにも，該当するソフトウェアの情報が追加されます。
また，［パッケージ］ウィンドウに表示されているソフトウェアをローカルにインストー
ルした場合，その情報が［インストールソフトウェア］ウィンドウに表示されるのと同
時に，［パッケージ］ウィンドウ上のアイコンにも青色の○印が付きます。

（4） 注意事項
● インストール先のドライブを数字で指定してインストールしたパッケージは，［インス
トールソフトウェア］ウィンドウでも，ドライブ名が数字で表示されます。対応する
ドライブ名に変換されません。
● 複数の ID に所属している場合，［パッケージ］ウィンドウに，まったく同じパッケー
ジが複数表示されることがあります。
● セットアップで接続先のサーバを変更した場合に，以前の接続先サーバに対応した
パッケージ情報を削除するかどうかを，セットアップで設定できます。接続先サーバ
をたびたび変更するシステムでは，パッケージ情報が蓄積されてハードディスクの容
量を圧迫することがあるので，クライアントのセットアップで以前の接続先システム
に対するパッケージ情報を削除するよう設定してください。
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● 接続先からのファイル転送が中断中の場合は，パッケージをインストールできません。
インストールできなかったパッケージのアイコンには赤色の×印が付けられますが，
ファイル転送が再開されると，パッケージをインストールできるようになります。
● パッケージを上書きインストールしようとしてエラーとなった場合は，エラー発生時
のセットアップの設定によって，パッケージセットアップマネージャでの，上書きさ
れる側のパッケージ（ソフトウェア）の表示が異なります。
セットアップの［インストールオプション］パネルにある「パッケージのインストー
ルエラー時にインストール履歴を保管する」のチェックボックスがオフ（デフォルト）
の場合は，エラー発生後，上書きされる側のパッケージはインストールされていない
ものとして扱われます。一方，チェックボックスがオンの場合は，エラー発生後も，
インストール済みパッケージとして表示されます。
● クライアントのセットアップで，更新されたインベントリ情報を自動的に配布管理シ
ステムへ通知するように設定し，WUA を使用してパッチ情報を検出するクライアン
トでは，次に示す操作を実行したときに時間が掛かる場合があります。
• パッケージセットアップマネージャを起動したとき
• ［パッケージ］ウィンドウで［表示］−［最新の状態に更新］を実行したとき
• ［パッケージ］ウィンドウに表示されたパッケージを手動インストールしたとき
• ［パッケージ］ウィンドウに表示されたパッケージを手動インストールし，その実行
結果をシステム管理者へ通知したとき
• ［パッケージ］ウィンドウに表示されたパッケージを自動インストールしたとき
• ［パッケージ］ウィンドウに表示されたパッケージを削除したとき
• ［インストールソフトウェア］ウィンドウで［実行］−［ソフトウェア情報収集］を
実行し，ソフトウェア情報を上位システムに通知したあと，パッケージセットアッ
プマネージャを終了したとき

11.4.2 パッケージセットアップマネージャからのインス
トール
［Package Setup Manager］ウィンドウでは，表示されたパッケージに対して次の操作が
できます。
• パッケージをインストールする（自動インストール・手動インストール）
。
• インストールを拒否する。
• パッケージの詳細情報を表示する。

（1） パッケージをインストールする（自動インストール）
パッケージを自動的にインストールします。自動インストールする場合，パッケージご
とにインストール先のディレクトリの設定をあらかじめ変更しておくことができます。
インストール先ディレクトリはインストール実行時にも変更できます。
インストール先ディレクトリの変更方法，および自動インストールの方法を次に示しま
す。
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（a） インストール先ディレクトリの変更
1. インストール先ディレクトリを変更したいパッケージを選択し，
［編集］−［インス
トール先の変更］を選択する。
［インストール先の変更］ダイアログボックスが表示されます。
図 11-11 ［インストール先の変更］ダイアログボックス

2. インストール先ディレクトリを変更し，
［OK］ボタンをクリックする。
インストール先ディレクトリが変更されます。
（b） パッケージの自動インストール
1. インストールしたいパッケージを選択し（複数選択可）
，［実行］−［インストール］
を選択する。
選択したパッケージが［インストール方法の指定］ダイアログボックスに表示されま
す。
図 11-12 ［インストール方法の指定］ダイアログボックス

［インストール先の変更］ボタン
選択されているパッケージのインストール先を変更するための，ディレクトリ参
照ダイアログボックスを表示します。
［パッケージの説明］ボタン
パッケージに添付されている説明のファイルを表示・閲覧できます。
［コマンドオプション］ボタン
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インストーラの実行ファイルにオプションを指定できます。
インストール方法
パッケージを自動的にインストールするか，手動でインストールするかを選択し
ます。
［実行］ボタン
表示されたパッケージのインストールを開始します。
2. 「インストール方法」で「自動」を選択する。
インストール先のディレクトリを変更する場合は，［インストール先の変更］ボタン
をクリックすると表示される［インストール先の変更］ダイアログボックスで，イン
ストール先のディレクトリを指定してください。
パッケージに説明が添付されている場合は，［パッケージの説明］ボタンをクリック
すると参照できます。
3. ［実行］ボタンをクリックする。
選択したパッケージのリモートインストールが始まります。

（2） パッケージをインストールする（手動インストール）
パッケージ種別が「日立プログラムプロダクト」または「他社ソフトウェア」の場合に，
GUI 上のインストーラに手動で応答してインストールできます。クライアントのユーザ
の環境に合わせて，カスタムインストールしたい場合は手動でインストールしてくださ
い。ただし，一部の日立プログラムプロダクトには，手動インストールができないもの
もありますので注意してください。手動インストールの方法を次に示します。
1. インストールしたいパッケージを選択し，［実行］−［インストール］を選択する。
選択したパッケージが［インストール方法の指定］ダイアログボックスに表示されま
す。なお，手動インストールの場合，パッケージは複数選択できません。
2. ［インストール方法］で［手動］を選択する。
［インストール先の変更］ボタンが非活性となります。インストール先ディレクトリ
の変更は，このあとの手動インストール中に操作してください。
インストールするパッケージに説明が添付されている場合は，［パッケージの説明］
ボタンをクリックすると参照できます。
他社ソフトウェアの場合は，［コマンドオプション］ボタンをクリックすると［セッ
トアップコマンドオプション指定］ダイアログボックスが表示されるので，インス
トーラの名称（setup.exe など）と，必要であればそのオプションを 1,024 バイト以
内で指定します。

688

11.

クライアントを操作する

図 11-13 ［セットアップコマンドオプション指定］ダイアログボックス

3. ［実行］ボタンをクリックする。
インストーラが起動します。
4. 選択したパッケージのインストーラの指示に従ってインストールする。
インストールするソフトウェアによっては，インストール中の FD を入れ替えるため
に，FD のパス名を入力しなければならない場合があります。この場合，ダイアログ
ボックス中に表示されているパス名の最後の数字を，次に読み込む FD の数字に変更
して入力してください。
インストーラの処理が終了すると，
［手動インストール実行結果の設定］ダイアログ
ボックスが表示されます。
図 11-14 ［手動インストール実行結果の設定］ダイアログボックス

5. インストールの実行状態（実行結果）を JP1/NETM/DM Client（中継システムまたは
クライアント）に通知する。
クライアントユーザが手動で応答してリモートインストールした場合，パッケージ
セットアップマネージャは，インストールの実行結果を認識できません。そのため，
［手動インストール実行結果の設定］ダイアログボックスで，実行結果を設定してく
ださい。
「インストール完了」，または「インストール失敗」のどちらかを選択し，
［設定］ボタンをクリックします。
［手動インストール実行結果の設定］ダイアログボックスは，セットアップコマンド
終了時に表示されます。そのため，インストールがすべて終了する前に表示されるこ
とがあります。この場合，
［設定］ボタンをクリックしてしまうとインストールは強
制終了されます。
［設定］ボタンをクリックするときは，インストールが完全に終了
したことを確認してください。
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（3） インストールを拒否する
クライアントのユーザは，インストールを許可されたパッケージが必要でない場合，イ
ンストールを拒否できます。また，リモートインストールジョブを実行した上位システ
ムに，インストールしなかったことを通知できます。
1. リモートインストールを拒否するパッケージを選択し（複数選択可），
［編集］−
［パッケージの削除］を選択する。
選択したパッケージが一覧から削除され，リモートインストールを拒否したことにな
ります。ただし，一度リモートインストールを実行したパッケージを削除しても，拒
否したことにはなりません。パッケージ一覧から削除されるだけです。

（4） パッケージの詳細情報を表示する
リモートインストールを許可されたパッケージの情報を表示できます。また，インス
トールに失敗したパッケージについては，失敗した要因も表示できます。必要に応じて
参照してください。
1. 情報を表示したいパッケージを選択し，［表示］−［詳細情報の表示］を選択する。
［パッケージの詳細］ダイアログボックスに，パッケージの情報が表示されます。
図 11-15 ［パッケージの詳細］ダイアログボックス

11.4.3 ソフトウェアのインストール状況の確認
［インストールソフトウェア］ウィンドウでは，クライアントにすでにインストールされ
ているソフトウェアを確認できます。
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図 11-16 ［インストールソフトウェア］ウィンドウ

ソフトウェア名の左側に付いているアイコンは，ソフトウェアの種類を表します。
•

：日立プログラムプロダクト

•

：他社ソフトウェア

•

：ユーザプログラム，データ

•

：差分パッケージ

通常のソフトウェア（日立プログラムプロダクト，他社ソフトウェア，およびユーザプ
ログラム，データ）を，JP1 Version 7i 以前の差分配布機能を使用してバージョンアッ
プすると，すべて差分パッケージの扱いとなります。なお，差分パッケージは JP1
Version 7i 以前の JP1/NETM/DM でサポートするソフトウェア種別です。JP1 Version 8
以降では，差分パッケージはリモートインストールできません。
［インストールソフトウェア］ウィンドウには，基本的には，JP1/NETM/DM を使用し
てリモートインストールされたパッケージだけが表示されます。しかし，メニューで
［実行］−［ソフトウェア情報収集］を選択すると，クライアントでローカルにインス
トールしたソフトウェアも追加して表示できます。このウィンドウの情報は，上位シス
テムからも確認できるようになっているので，定期的に，ローカルインストールしたソ
フトウェアの情報を表示させてください。また，リモートインストールされたパッケー
ジをクライアント側でアンインストールした場合は，該当するパッケージをこの一覧か
ら削除してください。
また，このウィンドウでは，
［表示］メニューの［表示するソフトウェア］から，表示す
るソフトウェアの種類を選択できます。表示できるソフトウェアの種類は，以下のとお
りです。デフォルトでは，すべて選択されています。
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アプリケーションの追加 / 削除
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されて
いる情報を表示します。
パッチ情報
コンピュータに適用されているパッチの情報を表示します。
その他のソフトウェア
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追加と削除］に記録されて
いる情報以外で，パッチの情報を除いたものを表示します。
［インストールソフトウェア］ウィンドウの情報は，次のタイミングで更新されます。
• パッケージセットアップマネージャを起動したとき
• パッケージセットアップマネージャからのインストールに成功したとき
•［表示］−［最新の状態に更新］メニューを実行したとき
•［実行］−［ソフトウェア情報収集］メニューを実行したとき
• 配布管理システムから「ソフトウェア情報の取得」ジョブが実行されたとき

このウィンドウの情報は，パッケージセットアップマネージャの［パッケージ］ウィン
ドウと連動しています。［パッケージ］ウィンドウに表示されているソフトウェアが，
ローカルにインストールされた場合，［パッケージ］ウィンドウ上の該当するパッケージ
のアイコンにも「インストール完了」のマーク（○印）が付きます。
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11.5 ユーザインベントリ情報を入力する
配布管理システムからクライアントの情報を取得する方法の一つとして，
「ユーザインベ
ントリ情報の取得」機能が挙げられます。これは，配布管理システムがクライアントか
ら入手したい情報のリストを作成し，クライアントに送付して入力を要求する機能です。
配布管理システムから入力要求を受けたクライアントでは，該当する情報について，適
宜入力する必要があります。
配布管理システムから入力を要求してくる項目をユーザインベントリ情報と呼びます。
ユーザインベントリ情報は，
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスか
ら入力します。ユーザインベントリ情報を設定していないクライアントは，サーバの設
定によって，パッケージセットアップマネージャを起動できないことがあります。

11.5.1 ［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボック
スの表示
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスは，［スタート］メニューから
［ユーザ情報設定］アイコンを選択して表示します。しかし，この方法では，配布管理シ
ステムが期待するタイミングでダイアログボックスを表示して，情報を入力できるとは
限りません。［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスが必要なタイミン
グで自動的に表示されるよう，クライアントのセットアップで設定しておくことをお勧
めします。［通知ダイアログ］パネルで，必要な項目を選択してください。
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図 11-17 ［通知ダイアログ］パネル

● 起動時のユーザ情報設定ダイアログ表示
配布管理システムから項目リストが配布（または更新）された直後のクライアント起
動時に，自動的に表示させたい場合に指定します。
● ユーザ情報定期取得時のユーザ設定ダイアログ表示
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスを定期的に表示させたい場合
に指定します。この設定は，配布管理システムが，
「ユーザインベントリ情報の取得」
ジョブを定期的に実行している場合に有効です。

11.5.2 ユーザインベントリ情報の入力方法
ユーザインベントリ情報は，次のような［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログ
ボックスで入力します。ダイアログボックスに表示される項目は，配布管理システムで
作成したユーザインベントリ項目リストの内容によって異なります。
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図 11-18 ［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックス

入力項目には，次の 3 種類があります。
• テキストを直接入力する項目
• リストボックスから選択する項目
• リストボックスから選択することも，テキストを直接入力することもできる項目
テキストを直接入力する場合は，
［入力できる文字］ボタンをクリックして，表示される
［入力できる文字の説明］ダイアログボックスで，入力できる文字の種類を確認してくだ
さい。
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図 11-19 ［入力できる文字の説明］ダイアログボックス

［入力できる文字の説明］ダイアログボックスで「項目」を選択すると，下部の文字種に
○×が表示されます。入力できる文字種には○が付いています。×の付いている文字種
は入力できません。テキスト入力項目には，半角で 200 文字（全角で 100 文字）まで入
力できます。ただし，ここでの設定に関係なく，次に示す半角記号とタブ文字は使用で
きません。また，文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
「/」
「*」
「"」「:」
「;」
「,」「&」
「¥」
リストボックスから選択項目を選ぶ項目の中には，複数の項目が関連づけられていて，
一つの項目で選択した値によって，別の項目の選択項目が変わる項目があります（階層
化された項目）。例えば，
「部」で選択した部内の課だけが「課」の選択項目として表示
されるような項目です。
このような階層化された項目は，上位項目から順に入力する必要があります。上位項目
を入力しないで，下位項目を入力しようとした場合は，リストボックスの中にガイダン
スが表示されます。また，上位項目を変更した場合，下位項目の入力値もクリアされる
ので，入力し直してください。
の付いた項目は，必ず情報を入力してください。
［終了］ボタンをクリックすると，ダイアログボックスが閉じ，入力したユーザ情報が配
布管理システムに通知されます。
● ユーザインベントリ情報の入力時の注意事項
あて先グループの自動メンテナンスを使ったユーザインベントリ項目によるグルーピ
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ングをする場合，クライアントで入力するユーザインベントリ情報について，次の注
意事項があります。
• 半角で 32 文字（全角で 16 文字）を超えるユーザインベントリ情報は，あて先グ
ループとして扱われません。
• 次に示す半角記号とタブ文字は使用できません。
「¥」「/」「*」「"」
「'」
「:」「;」「,」
「&」「!」
「|」
「.」「<」「>」
「?」
「@」「%」
• 文字列の末尾の半角スペースは無視されます。
• データの途中にスペースは使用できません。
• あて先のグルーピング時には，大文字と小文字の区別がありません。
• ポリシーでの階層が異なるユーザインベントリ項目には，同じユーザインベントリ
情報を指定しないでください。あて先グループ名はユニークな必要があるため，
ユーザインベントリ情報が同じだと，あて先グループが作成されません。
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11.6 クライアントからのインベントリ情報の
通知
インベントリ情報を取得するには，配布管理システムでジョブを実行する方法のほかに，
クライアントからインベントリ情報を通知する方法があります。インベントリ情報が更
新されたクライアントだけからインベントリ情報が通知されるので，ネットワークの負
荷を軽減できます。
クライアントからインベントリ情報を通知する方法には次の 4 種類があります。
●［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスからの通知
● パッケージセットアップマネージャからの通知
● 更新されたインベントリ情報の自動通知
● システム構成の自動登録時の通知
クライアントからのインベントリ情報の通知の概要については，マニュアル「導入・設
計ガイド」の「2.13.4 クライアントからのインベントリ情報の通知」を参照してくださ
い。

11.6.1 ［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボック
スからの通知
クライアントのユーザインベントリ情報に変更があった場合，ユーザが任意に［JP1/
NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスから配布管理システムへ通知する方法
を次に示します。
1. ［スタート］メニューから［ユーザ情報設定］アイコンを選択する。
［JP1/NETM/DM ユーザ情報設定］ダイアログボックスが表示されます。
2. 必要な項目を変更し，［終了］ボタンをクリックする。
次のメッセージが表示されます。
図 11-20

ユーザ情報を更新したときに表示されるメッセージダイアログボックス

3. ［保存と通知］ボタンをクリックする。
配布管理システムへユーザインベントリ情報が通知されます。
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注 クライアントのセットアップで，更新されたインベントリ情報を自動的に配布管
理システムへ通知するように設定し，WUA を使用してパッチ情報を検出するクライ
アントでは，
［保存と通知］ボタンをクリックしたあと，配布管理システムへユーザ
インベントリ情報が通知されるのに時間が掛かる場合があります。

11.6.2 パッケージセットアップマネージャからの通知
ユーザのソフトウェア情報に変更があった場合，パッケージセットアップマネージャの
［インストールソフトウェア］ウィンドウから配布管理システムへ通知する方法を次に示
します。
1. ［スタート］メニューから［パッケージセットアップマネージャ］アイコンを選択す
る。
パッケージセットアップマネージャが表示されます。
2. ［ウィンドウ］メニューから［インストールソフトウェア］ウィンドウを選択する。
［インストールソフトウェア］ウィンドウが表示されます。
3. ［実行］メニューから［ソフトウェア情報収集］を選択し実行する。
ソフトウェア情報が最新の状態になります。
4. ［実行］メニューから［ソフトウェア情報通知］を選択する。
配布管理システムへソフトウェア情報が通知されます。

11.6.3 更新されたインベントリ情報の自動通知
クライアントで特定のインベントリ情報が更新された場合に，ポーリングなどによって
配布管理システムと接続したタイミングで情報を通知できます。
この機能を使うには，JP1/NETM/DM Client（クライアント）のクライアントセット
アップで，次の設定が必要です。
JP1/NETM/DM Client（クライアント）のクライアントセットアップ
［システム監視］パネルの「システム変更時にインベントリ情報を上位システムへ通
知する」チェックボックスをオンにしてください。
配布管理システムへ通知されるインベントリ情報の内容や注意事項については，マニュ
アル「導入・設計ガイド」の「2.13.4(3)

更新されたインベントリ情報の自動通知」を

参照してください。

11.6.4 システム構成の自動登録時の通知
JP1/NETM/DM システムへ新しいクライアントが追加されたタイミングで，配布管理シ
ステムへインベントリ情報を自動的に通知できます。
この機能を使うには，JP1/NETM/DM システム内の JP1/NETM/DM Manager および
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JP1/NETM/DM Client の各セットアップで次の設定が必要です。
JP1/NETM/DM Manager および JP1/NETM/DM Client（中継システム）のセットアップ
［詳細情報の設定］ダイアログボックスの［通信関連］パネルの「システム構成を自
動登録する」および「インベントリ情報も通知する」チェックボックスをオンにし
てください。
JP1/NETM/DM Client（クライアント）のクライアントセットアップ
［接続先］パネルの「システム構成を自動登録する」および「インベントリ情報も通
知する」チェックボックスをオンにしてください。
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11.7 ローカルシステムビューアを操作する
クライアントユーザが自 PC の情報を確認するには，ローカルシステムビューアを使用
します。ローカルシステムビューアでは，クライアントのハードウェアやソフトウェア
の情報を確認したり，システムを監視して異常発生時にアラートを通知させるよう設定
したりできます。
ローカルシステムビューアは，クライアントのほかの機能と異なり，クライアントユー
ザがローカルに起動してシステム管理に利用できます。配布管理システムからのジョブ
とは関係なく動作するため，クライアントが上位システムと接続していなくても使用で
きます。
ローカルシステムビューアを起動するには，
［JP1_NETM_DM Client］プログラムフォ
ルダから［ローカルシステムビューア］アイコンを選択してください。
［ローカルシステ
ムビューア］ウィンドウが表示されます。

参考
タスクバーの通知領域に［システム監視］アイコン（

）を表示しておくと，アイコンを

ダブルクリックまたは右クリックすることでローカルシステムビューアを起動できます。
［システム監視］アイコンの表示方法や使用方法については，「11.8.3 ［システム監視］アイ
コンの利用」を参照してください。

「脆弱なパスワード」の情報を取得する場合の注意事項
OS が Windows Server 2008 または Windows Vista のクライアントのローカルシス
テムビューアで，「脆弱なパスワード」の情報を取得する場合，右クリックメニュー
の「管理者として実行」を選択して，ローカルシステムビューアを起動する必要が
あります。

11.7.1 ［ローカルシステムビューア］ウィンドウの構成
［ローカルシステムビューア］ウィンドウには四つのパネルがあり，ウィンドウ下部のタ
ブで表示させる情報を選択できます。各パネルで表示される情報は，次のとおりです。
［システム監視の状態］パネル
ハードディスクとメモリの使用状況がグラフィカルに表示されます。空き容量が一
定以下に減少すると，異常を知らせるマークが項目名の横に表示されます。このパ
ネルの詳細については，「11.7.2 クライアントのハードウェアの状態を確認する」
を参照してください。
［アラート履歴］パネル
通知されたアラートの一覧が表示されます。このパネルの詳細については，「11.7.3
通知されたアラートの一覧を確認する」を参照してください。
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［システム情報］パネル
クライアントのハードウェアに関する情報（コンピュータ名，OS，CPU タイプな
ど）が表示されます。このパネルの詳細については，
「11.7.4 クライアントのシス
テム情報を確認する」を参照してください。
［インストールソフトウェア］パネル
クライアントにインストールされているソフトウェアの情報が表示されます。この
パネルの詳細については，
「11.7.5 クライアントのソフトウェア情報を確認する」
を参照してください。
なお，［システム監視の状態］パネルおよび［アラート履歴］パネルに情報を表示するに
は，システム監視（ハードウェアを監視して，異常発生時にアラートを通知する機能）
の使用が前提となります。システム監視については，「11.8 システム監視によるアラー
ト通知」を参照してください。
次に，パネルでの確認内容について説明します。

11.7.2 クライアントのハードウェアの状態を確認する
ハードディスクとメモリの容量，および現在の使用状況は，［システム監視の状態］パネ
ルで確認できます。
［システム監視の状態］パネルの情報は，クライアントのシステム監視を使用することで
表示されます。システム監視を停止している場合は，情報を取得できないことを示す
メッセージだけが表示されます。
［システム監視の状態］パネルを次の図に示します。
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図 11-21 ［システム監視の状態］パネル

［システム監視の状態］パネルでは，ハードディスクとメモリの状態について，次に示す
情報を確認できます。
● ハードディスク
• 物理ドライブ
ハードディスクの容量※
• 論理ドライブ
ドライブの容量
ファイルシステム
使用容量
空き容量
注※
一般ユーザ権限で使用している場合，および OS が Windows 98 または Windows
Me の場合は表示されません。
● メモリ
• 実メモリ容量
• 仮想メモリの全容量
• 仮想メモリの使用容量
• 仮想メモリの空き容量
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ハードディスクまたはメモリの使用容量が，あらかじめ設定したしきい値を超えた場合
は，項目名の左側に異常を知らせるマークが表示されます。例えば，図 11-21 では，
ハードディスクの使用容量に対して，危険を示すマーク（

）が表示されています。

異常を知らせるマークの表示は，アラートの通知方法の一つです。アラートを通知する
条件は，システム監視の設定内容によって決定します。システム監視については，「11.8
システム監視によるアラート通知」を参照してください。また，システム監視と［シ
ステム監視の状態］パネルの関連については，「11.8.4(1)

ローカルシステムビューアの

［システム監視の状態］パネルに使用状況を表示する」を参照してください。

11.7.3 通知されたアラートの一覧を確認する
システム監視によって通知されたアラートの履歴は，［アラート履歴］パネルで確認でき
ます。［アラート履歴］パネルを次の図に示します。
図 11-22 ［アラート履歴］パネル

［アラート履歴］パネルには，アラートの通知日時，アラートメッセージ，およびアラー
トコードが一覧形式で表示されます。アラートの種類は，通知日時の左側のマークで表
示されます。デフォルトでは，すべてのアラート履歴が出力されるようになっています
が，出力するアラートの種類を限定することもできます。［アラート履歴］パネルへのア
ラートを出力する方法については，「11.8.4(2) ローカルシステムビューアの［アラート
履歴］パネルにアラートメッセージを表示する」を参照してください。また，出力する
アラートの種類の設定については，「11.8.2 システム監視の条件設定」を参照してくだ
さい。
［アラート履歴］パネルでは，次に示す操作ができます。
● アラート履歴をソートする
一覧で，ソートキーにしたい列見出しをクリックしてください。
● アラート履歴をファイルに出力する
［ファイル］−［表示内容をファイルに出力］メニューを選択してください。CSV 形
式のファイルに出力できます。
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● アラート履歴の保存件数を変更する
［編集］−［アラート履歴の設定］メニューを選択すると，
［アラート履歴の設定］ダ
イアログボックスが表示されます。
図 11-23 ［アラート履歴の設定］ダイアログボックス

保存したい件数を直接入力して［Tab］キーまたは［Enter］キーを押すか，スライド
バーを操作して設定してください。デフォルトは 500 件，設定できる範囲は 1 〜 500
件です。設定後に［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が有効になります。
● アラート履歴を消去する
［編集］−［アラート履歴のクリア］メニューを選択してください。蓄積されたアラー
ト履歴がすべて消去されます。

11.7.4 クライアントのシステム情報を確認する
クライアントの OS，CPU タイプなどハードウェアに関する情報（システム情報）は，
［システム情報］パネルで確認できます。［システム情報］パネルを次の図に示します。
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図 11-24 ［システム情報］パネル

ここで表示されるシステム情報の項目と表示順は，配布管理システムのリモートインス
トールマネージャで表示されるシステム情報と同じです。
［システム情報］パネルの内容をファイルに出力するには，
［ファイル］−［表示内容を
ファイルに出力］メニューを選択してください。CSV 形式のファイルに出力できます。
注意事項
OS が Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，Windows
XP，Windows 2000，または Windows NT 4.0 の場合，Administrator 権限を持たな
いユーザがローカルシステムビューアを起動すると，一部のシステム情報が表示さ
れないことがあります。

11.7.5 クライアントのソフトウェア情報を確認する
クライアントにインストールされているソフトウェアの情報は，［インストールソフト
ウェア］パネルで確認できます。［インストールソフトウェア］パネルを次の図に示しま
す。
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図 11-25 ［インストールソフトウェア］パネル

表示されるソフトウェアは，
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラムの追
加と削除］に表示されるソフトウェアと同じです。パッケージセットアップマネージャ
の［インストールソフトウェア］ウィンドウの内容とは異なるのでご注意ください。
一覧の列見出しをクリックすると，ソフトウェア情報をソートできます。また，
［インス
トールソフトウェア］パネルの内容をファイルに出力するには，
［ファイル］−［表示内
容をファイルに出力］メニューを選択してください。CSV 形式のファイルに出力できま
す。
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11.8 システム監視によるアラート通知
クライアントはあらかじめ設定した条件に従って，ハードディスクおよびメモリの状態
を監視しています。これらの状態は，［ローカルシステムビューア］ウィンドウの［シス
テム監視の状態］パネルに表示されます。また，使用容量がしきい値を超えた場合に，
アラートを通知して危険な状態であることを知らせることもできます。この機能を，シ
ステム監視と呼びます。
システム監視は上位システムとの接続と関係なく動作するため，クライアントユーザは
ローカルなシステム管理にこの機能を利用できます。上位システムと接続している場合
は，接続先にもアラートを通知できます。
ここでは，システム監視の開始と停止の方法，システム監視の条件設定，およびアラー
ト通知のバリエーションについて説明します。

11.8.1 システム監視の開始と停止
システム監視を使用するには，セットアップの［システム監視］パネルで「システムを
監視する」をオンにしておく必要があります。デフォルトでは，オフになっています。
セットアップで「システムを監視する」がオンになっている場合，ユーザはローカルシ
ステムビューアのメニューから，システム監視の動作をコントロールできます。ただし，
コントロールするには Administrator 権限が必要です。

（1） システム監視のコントロール
システム監視は，一時的に停止したり再開したりできます。デフォルトは開始された状
態です。ローカルシステムビューアで［ツール］−［システム監視の停止］メニューを
選択すると，システム監視が停止されます。また，［ツール］−［システム監視の開始］
メニューを選択すると，システム監視が開始されます。［システム監視の開始］メニュー
が非活性で選択できない場合は，すでにシステム監視は開始された状態です。なお，こ
れらの操作には Administrator 権限が必要です。

参考
［システム監視］アイコンを右クリックして表示されるメニューからも，システム監視のコ
ントロールや動作状態の確認ができます。その場合，ローカルシステムビューアを起動する
ことなくシステム監視を使用できます。
［システム監視］アイコンについては，
「11.8.3 ［シ
ステム監視］アイコンの利用」を参照してください。

（2） システム監視が使用できない場合
次に示す場合は，システム監視は使用できません。
● セットアップで「システムを監視する」をオフにしている場合
システム監視を使用するには，
「システムを監視する」をオンにしてください。
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● クライアントが非常駐の場合（JP1/NETM/DM Client（クライアント）だけ）
システム監視を使用するには，クライアントセットアップの［クライアント常駐・
ポーリング］パネルで「クライアントを常駐する」を選択し，PC を再起動してくだ
さい。
● クライアントマネージャでクライアントを停止させている場合
システム監視を使用するには，クライアントマネージャでクライアントを起動してく
ださい。

11.8.2 システム監視の条件設定
アラート通知の方法とシステム監視の対象は，次に示す 2 段階で設定します。
1. セットアップの［システム監視］パネルでの設定
システム監視の全体に関係する設定です。
「システムを監視する」チェックボックス
をオンにした上で，次のうち必要な動作を選択します。デフォルトでは，チェック
ボックスはすべてオフになっています。
システム監視アイコンをタスクバーの通知領域に表示する
システム監視のインタフェースとして［システム監視］アイコンを利用したい場
合に選択します。［システム監視］アイコンについては，
「11.8.3 ［システム監
視］アイコンの利用」を参照してください。
アラートメッセージを表示する
ポップアップメッセージの表示によってアラートを通知させたい場合に選択しま
す。
アラートを上位システムに通知する
アラートを上位システムに通知したい場合に選択します。
なお，
［アラート履歴］パネルへのアラートメッセージの表示は，［システムを監視す
る］を選択しただけで実行されます。
2. ローカルシステムビューアから表示する［システム監視の条件設定］ウィンドウでの
設定
システム監視の対象ごとの設定です。各監視項目に対して，監視の有無，通知するイ
ベントの種類，およびアラート発生時の処理を設定します。これらの設定条件を，監
視条件と呼びます。デフォルトでは，すべての監視条件がオンになっています。監視
条件の詳細については，
「(2) 監視条件」を参照してください。
ここでは，［システム監視の条件設定］ウィンドウで設定する監視条件について説明しま
す。設定した監視条件は，ファイルとして保存したり，保存したファイルから読み込ん
だりできます。なお，
［システム監視の条件設定］ウィンドウを表示するには，
Administrator 権限が必要です。

（1）［システム監視の条件設定］ウィンドウ
［ローカルシステムビューア］ウィンドウで［ツール］−［システム監視の条件設定］メ
ニューを選択すると，
［システム監視の条件設定］ウィンドウが表示されます。
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Administrator 権限を持たない一般ユーザとしてログオンした場合，［ツール］−［シス
テム監視の条件設定］メニューは選択できません。

参考
［システム監視］アイコンを右クリックして表示されるメニューからも，
［システム監視の条
件設定］ウィンドウを表示できます。［システム監視］アイコンについては，
「11.8.3 ［シス
テム監視］アイコンの利用」を参照してください。

［システム監視の条件設定］ウィンドウを，次の図に示します。
図 11-26 ［システム監視の条件設定］ウィンドウ

このウィンドウ中のチェックボックスを選択することで，監視項目ごとに監視条件を設
定します。監視項目欄には，次に示す 2 種類の項目が表示されます。
• ハードディスクの使用容量（論理ドライブ単位で監視します）
• 仮想メモリの使用容量
これらの項目に対して「監視」チェックボックスを選択すると，システム監視の対象と
なります。また，「監視」を設定した項目に，アラートメッセージの通知方法（
「アラー
トメッセージの表示」，
「アラート履歴を取得」，および「アラートを上位システムに通
知」）を設定すると，それぞれの方法でアラートを通知できます。
また，監視項目名をダブルクリックすると，各監視項目の［プロパティ］ダイアログ
ボックスが表示されます。このダイアログボックスでも，同様に監視条件を設定できま
す。さらに，［プロパティ］ダイアログボックスでは，監視する間隔や，しきい値といっ
た詳細な設定もできます。［プロパティ］ダイアログボックスでの設定については，
「(3)
［プロパティ］ダイアログボックスでの設定」を参照してください。
［システム監視の条件設定］ウィンドウで監視条件を設定したあとは，
［編集］−［設定
の更新］メニューを選択して設定を更新してください。
次に，それぞれの監視条件について説明します。
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（2） 監視条件
各監視項目に設定できる監視条件を次に示します。ここでは，
［システム監視の条件設
定］ウィンドウでの名称を記していますが，
［プロパティ］ダイアログボックスでは監視
条件名が異なるものもあります。
［プロパティ］ダイアログボックスでの名称や設定方法
については，「(3) ［プロパティ］ダイアログボックスでの設定」を参照してください。
監視
その項目を監視対象とするかどうかを設定します。デフォルトはオンです。「監視」
を設定した項目は，ローカルシステムビューアの［システム監視の状態］パネルで
テキストが黒字で表示され，表示が 30 分ごとに更新されます。
また，「監視」を選択していると，ほかの監視条件のチェックボックスが活性化し，
設定できるようになります。
この設定は，セットアップの［システム監視］パネルで「システムを監視する」
チェックボックスがオンになっている場合に有効になります。
危険イベントの通知
監視項目が危険な状態になったときにアラートを通知します。デフォルトはオンで
す。このチェックボックスをオンにすると，危険しきい値の設定が有効になります。
アラート発生時の処理のオプション（「アラートメッセージの表示」
，「アラート履歴
を取得」，および「アラートを上位システムに通知」
）のどれかが選択されていると
きに，チェックボックスが活性化して設定できるようになります。
警告イベントの通知
監視項目が危険な状態に近づいたときにアラートを通知します。デフォルトはオン
です。このチェックボックスをオンにすると，警告しきい値の設定が有効になりま
す。
アラート発生時の処理のオプション（「アラートメッセージの表示」
，「アラート履歴
を取得」，および「アラートを上位システムに通知」
）のどれかが選択されていると
きに，チェックボックスが活性化して設定できるようになります。
正常イベントの通知
危険イベントや警告イベントの発行後に，監視項目が正常な状態になったときにア
ラートを通知します。デフォルトはオンです。
アラート発生時の処理のオプション（「アラートメッセージの表示」
，「アラート履歴
を取得」，および「アラートを上位システムに通知」
）のどれかが選択されていると
きに，チェックボックスが活性化して設定できるようになります。
アラートメッセージの表示
監視項目で異常が検知されたとき，ポップアップメッセージを表示してアラートを
通知します。デフォルトはオンです。
この設定は，セットアップの［システム監視］パネルで「アラートメッセージを表
示する」がオンになっている場合に有効になります。ポップアップメッセージの表
示によるアラート通知については，「11.8.4(3)

ポップアップメッセージでアラート

を通知する」を参照してください。
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アラート履歴を取得
監視項目で異常が検知されたとき，アラートメッセージを履歴に表示します。デ
フォルトはオンです。
表示したアラートメッセージは，ローカルシステムビューアの［アラート履歴］パ
ネルで確認できます。アラート履歴の表示については，
「11.8.4(2) ローカルシステ
ムビューアの［アラート履歴］パネルにアラートメッセージを表示する」を参照し
てください。
アラートを上位システムに通知
監視項目で異常が検知されたとき，発生したアラートを上位システムに通知します。
デフォルトはオンです。
上位システムでは，CSV 形式のファイル，Windows NT のイベントビューア，また
は JP1/IM - View の［イベントコンソール］画面からアラートメッセージを確認で
きます。
この設定は，セットアップの［システム監視］パネルで「アラートを上位システム
に通知する」がオンになっている場合に有効になります。アラートの上位システム
への通知については，
「11.8.4(4) 上位システムへアラートを通知する」を参照して
ください。
監視の間隔
対象を監視する間隔を表示します。表示される監視の間隔の範囲は，1 〜 10 時間で
す。デフォルトは，1 時間です。
監視の間隔を設定するには，設定したい監視項目名をダブルクリックし，表示され
る［プロパティ］ダイアログボックスで値を設定します。
［システム監視の条件設
定］ウィンドウでは，現在の値の参照だけできます。
危険しきい値
危険イベントを発生させるかどうかの境界値を表示します。使用容量がここに示す
値を超えると危険イベントが発行されます。デフォルトは 95% です。
危険しきい値を設定するには，設定したい監視項目名をダブルクリックし，表示さ
れる［プロパティ］ダイアログボックスで値を設定します。
［システム監視の条件設
定］ウィンドウでは，現在の値の参照だけできます。
警告しきい値
警告イベントを発生させるかどうかの境界値を表示します。使用容量がここに示す
値を超えると警告イベントが発行されます。デフォルトは 90% です。
警告しきい値を設定するには，設定したい監視項目名をダブルクリックし，表示さ
れる［プロパティ］ダイアログボックスで値を設定します。
［システム監視の条件設
定］ウィンドウでは，現在の値の参照だけできます。

（3）［プロパティ］ダイアログボックスでの設定
［システム監視の条件設定］ウィンドウで監視項目名をダブルクリックすると，その監視
項目の［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。［プロパティ］ダイアログ
ボックスを，次の図に示します。ここでは，例として「ハードディスクの使用容量」の
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［プロパティ］ダイアログボックスを示します。
図 11-27 ［プロパティ］ダイアログボックス

［プロパティ］ダイアログボックスでは，［システム監視の条件設定］ウィンドウと同様
に監視条件を設定できます。また，しきい値など，さらに詳細な監視条件も設定できま
す。［プロパティ］ダイアログボックスでの監視条件と設定方法について次に説明しま
す。
（a）［プロパティ］ダイアログボックスでの監視条件
［プロパティ］ダイアログボックスと［システム監視の条件設定］ウィンドウでは，設定
または参照できる監視条件は同じですが，表現が異なる場合があります。また，
「監視の
間隔」と「しきい値」は，
［プロパティ］ダイアログボックスだけで変更できます。［プ
ロパティ］ダイアログボックスと［システム監視の条件設定］ウィンドウの，監視条件
名の対応を次の表に示します。
表 11-2 監視条件名の対応
［プロパティ］ダイアログボックスでの監視条件名

［システム監視の条件設定］ウィンド
ウでの監視条件名

この項目を監視する

監視

監視の間隔※

監視の間隔 ※
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［プロパティ］ダイアログボックスでの監視条件名

アラートの設定

アラートを監視
するイベント

［システム監視の条件設定］ウィンド
ウでの監視条件名

アラート履歴を取得する

アラート履歴を取得

アラートメッセージを表示する

アラートメッセージの表示

アラートを上位システムに通知する

アラートを上位システムに通知

正常イベント

正常イベントの通知

警告イベント

警告イベントの通知

（警告イベントの）しきい値※
危険イベント
（危険イベントの）しきい値※

警告しきい値※
危険イベントの通知
危険しきい値※

注※
［プロパティ］ダイアログボックスでだけ設定できます。［システム監視の条件設定］ウィンド
ウでは，設定値の確認だけができます。

（b）［プロパティ］ダイアログボックスでの値の設定方法
［プロパティ］ダイアログボックスで監視の間隔やイベントのしきい値を設定するには，
スライドバーを操作するか，値を直接入力します。直接入力した場合，［Enter］キーま
たは［Tab］キーを押すと，スライドバーにも入力値が反映されます。値の設定後，
［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックすると，設定値がシステム監視条件とし
て有効になります。設定値をデフォルトに戻す場合は，［初期状態に戻す］ボタンをク
リックしてください。

（4） 監視条件の保存と読み込み
設定したシステム監視条件は，ファイルとして保存できます。また，保存したファイル
からシステム監視条件を読み込んで利用することもできます。システム監視条件の保存
と読み込みの方法を次に示します。
● システム監視条件の保存方法
［システム監視の条件設定］ウィンドウで，［ファイル］−［設定の保存］メニューを
選択してください。
表示されたダイアログボックスで，パスを設定して保存します。ファイル名は，デ
フォルトで ALERTDB と表示されます。ファイル名の変更はできますが，拡張子は付
けないでください。
● システム監視条件の読み込み方法
［システム監視の条件設定］ウィンドウで，［ファイル］−［設定の読み込み］メ
ニューを選択してください。
表示されたダイアログボックスで，読み込みたいファイルを設定します。
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11.8.3 ［システム監視］アイコンの利用
クライアントは，システム監視をスムーズに利用するために，
［システム監視］アイコン
（

）を提供しています。［システム監視］アイコンは，タスクバーの通知領域に表示さ

れるアイコンで，ローカルシステムビューアへのショートカットなど，システム監視に
関係する操作すべてのインタフェースとして利用できます。
［システム監視］アイコンを表示させた場合，ユーザはアイコンの状態から，システム監
視が動作しているかを確認できます。また，アイコンのグラフィックの変化によってア
ラートの発生を知ったり，アイコン操作によってローカルシステムビューアを表示し，
アラートの内容を確認したりできます。
タスクバーの通知領域に表示された［システム監視］アイコンを，次の図に示します。
これは，システム監視が開始されているときのグラフィックです。
図 11-28 ［システム監視］アイコン（システム監視中の場合）

このアイコンは，デフォルトでは表示されません。
［システム監視］アイコンの表示方法
と操作について，次に説明します。

（1）［システム監視］アイコンの表示方法
［システム監視］アイコンを表示するには，セットアップおよびローカルシステムビュー
アで次の設定を実施してください。
1. セットアップの設定
［システム監視］パネルで，「システムを監視する」および「システム監視アイコンを
タスクバーの通知領域に表示する」チェックボックスをオンにします。
デフォルトでは，どちらもオフになっています。
2. ローカルシステムビューアの設定
［ツール］−［システム監視アイコンの表示］メニューのチェックをオンにします。
デフォルトでは，オンになっています。
アイコンを一時的に非表示にしたり，再び表示したりする場合は，
［システム監視ア
イコンの表示］メニューを選択して，チェックの状態を切り替えてください。
これらの設定をすると，タスクバーの通知領域に［システム監視］アイコンが表示され
ます。ただし，次に示す場合は，
［システム監視］アイコンは表示されません。
• クライアントが停止または非常駐の場合
［システム監視］アイコンを表示するには，システム監視を使用する必要があります。
システム監視を使用する方法については，「11.8.1(2) システム監視が使用できない場
合」を参照してください。
• クライアントのインストール後，OS に再ログオンしていない場合
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クライアントのインストール後に［システム監視］アイコンを表示するには，OS に
再ログオンする必要があります。

（2） ローカルシステムビューアを起動する
［システム監視］アイコンをダブルクリックする，または右クリックして表示されるメ
ニューから［ローカルシステムビューア］メニューを選択すると，［ローカルシステム
ビューア］ウィンドウを表示できます。プログラムメニューから起動するよりも簡易な
操作で，［ローカルシステムビューア］ウィンドウにアクセスできます。

（3） システム監視の状態を確認する
［システム監視］アイコンのグラフィックから，システム監視が動作しているかどうかを
常時確認できます。また，アラート通知時にアイコンのグラフィックが変化するため，
アラートの発生をすぐに知ることができます。ポップアップメッセージによるアラート
通知をしない場合でも，リアルタイムにアラートを認識できます。
アイコンのグラフィックの意味を次に示します。
：システム監視中
：システム監視中にアラート通知が発生
：システム監視の停止中
［システム監視の条件設定］ウィンドウでアラート発生時の処理を一つ以上設定した項目
にアラートが発生すると，［システム監視］アイコンに
（

が付き，アラート通知状態

）に変化します。このとき，［システム監視］アイコンをダブルクリックしてローカ

ルシステムビューアを表示すると，アラートの発生した項目の状態を確認できて便利で
す。ローカルシステムビューアでの確認内容については，「11.8.4(1) ローカルシステム
ビューアの［システム監視の状態］パネルに使用状況を表示する」を参照してください。

（4） システム監視を開始または停止する
［ローカルシステムビューア］ウィンドウのメニューと同様に，
［システム監視］アイコ
ンのメニューからもシステム監視の動作をコントロールできます。
［システム監視］アイコンを右クリックして［システム監視の開始］メニューを選択する
と，システム監視が開始し，アイコンがシステム監視中の状態（

）になります。ま

た，［システム監視の停止］メニューを選択すると，システム監視が停止し，アイコンが
システム監視の停止中の状態（

）になります。

なお，システム監視の起動および停止には，Administrator 権限が必要です。
Administrator 権限を持たない一般ユーザでログオンしている場合は，これらのメ
ニューは選択できません。
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（5）［システム監視の条件設定］ウィンドウを表示する
［ローカルシステムビューア］ウィンドウのメニューと同様に，［システム監視］アイコ
ンのメニューからも［システム監視の条件設定］ウィンドウを表示できます。
［システム
監視の条件設定］ウィンドウを表示するには，
［システム監視］アイコンを右クリック
し，［システム監視の条件設定］メニューを選択してください。
なお，［システム監視の条件設定］ウィンドウを表示するには，Administrator 権限が必
要です。Administrator 権限を持たない一般ユーザとしてログオンした場合，［システム
監視］アイコンを右クリックしても，
［システム監視の条件設定］メニューは選択できま
せん。

11.8.4 アラート通知のバリエーション
アラートの通知方法には，次に示す 5 種類があります。
● ローカルシステムビューアの［システム監視の状態］パネルに使用状況を表示する
（デフォルト）。
● ローカルシステムビューアの［アラート履歴］パネルにアラートメッセージを表示す
る（デフォルト）
。
● ポップアップメッセージでアラートを通知する。
● 上位システムへアラートを通知する。
●［システム監視］アイコンの変化でアラートを通知する。
どの方法でアラートを通知するかは，クライアントの運用環境を考慮して決定してくだ
さい。例えば，クライアントのユーザがアラートの発生をすぐに知りたい場合は，ポッ
プアップメッセージを表示してアラートを通知するように設定できます。また，クライ
アントの PC が無人の場合は，上位システムにだけアラートを通知するように設定でき
ます。
ここでは，アラートの通知の設定方法とそれぞれの確認方法について説明します。なお，
［システム監視の条件設定］ウィンドウでの設定の詳細については，「11.8.2

システム監

視の条件設定」を参照してください。

（1） ローカルシステムビューアの［システム監視の状態］パネルに使用
状況を表示する
ローカルシステムビューアの［システム監視の状態］パネルに，ハードディスクおよび
メモリの現在の使用状況を表示するには，次のように設定します。
1. セットアップの［システム監視］パネルで，
「システムを監視する」のチェックボッ
クスをオンにする。
2. ［システム監視の条件設定］ウィンドウで，「監視項目」の「監視」のチェックボック
スをオンにする。
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このように設定した項目は，［システム監視の状態］パネルで情報が黒字で表示され，内
容が 30 分ごとに自動更新されます。また，ハードディスクの「使用容量」と「仮想メモ
リの使用容量」があらかじめ設定したしきい値を超えると，警告を示すマーク（
危険を示すマーク（

）や

）が項目名の左側に表示されます。
［システム監視の状態］パネ

ルの表示例を次の図に示します。
図 11-29 ［システム監視の状態］パネル（危険を示すマークを表示中）

この例では，ハードディスクの使用容量が 85% になって危険しきい値（80%）を超えた
ため，危険を示すマーク（

）が表示されています。表示されるしきい値は［システム

監視の条件設定］ウィンドウで設定したものです。
表示更新のタイミングは，［システム監視の条件設定］ウィンドウでの設定によって，監
視項目ごとに異なります。［システム監視の条件設定］ウィンドウで「監視」をオフにし
た項目は，［システム監視の状態］パネルで表示が自動更新されません。自動更新されて
いない項目は，グレーのテキストで表示されます。
［システム監視の状態］パネルの表示をすぐに更新したい場合は，
［表示］−［最新の情
報に更新］メニューを選択してください。その場合は，［システム監視の条件設定］ウィ
ンドウで「監視」がオフになっているものも含め，すべての監視項目が最新の状態に更
新されます。
［システム監視の条件設定］ウィンドウでの「監視」オプションの設定と，
［システム監
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視の状態］パネルでの表示更新の関係を，次の表に示します。
表 11-3 ［システム監視の状態］パネルでの表示更新
監視項目の設定

表示更新の可否
30 分ごとの自動更新

［最新の情報に更新］メニュー

「監視」がオン

○

○

「監視」がオフ※

×

○

（凡例）○：表示が更新される

×：表示が更新されない

注※ ［システム監視の状態］パネルでは，グレーのテキストで表示されます。

なお，クライアントのシステム監視を停止している場合は，
［システム監視の状態］パネ
ルに監視項目は表示されません。情報を取得できないことを示すメッセージだけが表示
されます。

参考
［システム監視の状態］パネルの表示が自動更新されるように設定しても，ユーザが［シス
テム監視の状態］パネルを参照しなければ，アラートの出力に気付くことはできません。ア
ラートの発生後，直ちに［システム監視の状態］パネルを確認したい場合は，［システム監
視］アイコンによるアラート通知を利用してください。
［システム監視］アイコンによるア
ラート通知の設定については，「(5) ［システム監視］アイコンの変化でアラートを通知す
る」を参照してください。

（2） ローカルシステムビューアの［アラート履歴］パネルにアラート
メッセージを表示する
ローカルシステムビューアの［アラート履歴］パネルに，アラートメッセージの履歴を
表示するには，次のように設定します。
1. クライアントセットアップの［システム監視］パネルで，
「システムを監視する」
チェックボックスをオンにする。
2. ［システム監視の条件設定］ウィンドウで，履歴を表示したい項目に対して「監視」
および「アラート履歴を取得」のチェックをオンにする。
このように設定した項目は，システム監視によって通知されたアラートの履歴が取得さ
れます。取得した履歴は，ローカルシステムビューアの［アラート履歴］パネルで確認
できます。［アラート履歴］パネルを次の図に示します。
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図 11-30 ［アラート履歴］パネル

［アラート履歴］パネルには，次に示す項目が表示されます。
アラート通知日時
アラートのイベント種別を表すマークと，通知された日時が表示されます。通知さ
れるイベントの種別は，
［システム監視の条件設定］ウィンドウで選択できます。イ
ベント種別を表すマークの意味については，次の「(3)

ポップアップメッセージで

アラートを通知する」を参照してください。
アラートメッセージ
アラートの内容が表示されます。
アラートコード
アラートコードが表示されます。
［アラート履歴］パネルの内容は，CSV 形式のファイルに出力することもできます。［ア
ラート履歴］パネルでの操作については，「11.7.3

通知されたアラートの一覧を確認す

る」を参照してください。

（3） ポップアップメッセージでアラートを通知する
システム監視で異常が検知された場合に，ポップアップメッセージの表示によってア
ラートを通知できます。すぐに危険を認識し，アラートメッセージを確認できます。
ポップアップメッセージによってアラートを通知するには，次のように設定します。
1. セットアップの［システム監視］パネルで，「システムを監視する」および「アラー
トメッセージを表示する」チェックボックスをオンにする。
2. ［システム監視の条件設定］ウィンドウで，ポップアップメッセージを表示したい項
目に対して「監視」および「アラートメッセージの表示」のチェックをオンにする。
ハードディスクまたはメモリの使用容量がしきい値を超えると，［アラート通知］ダイア
ログボックスが表示されます。［アラート通知］ダイアログボックスを次の図に示しま
す。
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図 11-31 ［アラート通知］ダイアログボックス

コンピュータ
コンピュータ名が表示されます。システム情報の「コンピュータ名」と同じです。
重要度
通知されたアラートイベントの種別を示します。重要度を示すアイコンも左側に表
示されます。
（危険）
監視項目で危険イベントが発生したことを表します。
（警告）
監視項目で警告イベントが発生したことを表します。危険イベントの発生後に，
監視項目の状態が警告域に変化した場合も，警告イベントは通知されます。
（正常）
監視項目で正常イベントが発生したことを表します。危険または警告イベント
の発生後に，監視項目の状態が正常になった場合に通知されます。
なお，通知されるイベントの種類は，［システム監視の条件設定］ウィンドウで選択
できます。
通知日時
アラートが通知された日時を示します。
アラートコード
アラートのコードを示します。
以後，このアラートを表示しない
同じアラートが頻繁に通知されるため通知を抑止したい場合に，このチェックボッ
クスをオンにします。デフォルトはオフです。
このチェックボックスを選択すると，対象の監視項目に対してすべてのアラート
メッセージの表示が抑止されますのでご注意ください。例えば，ハードディスクの
使用容量に対して「警告」のアラートメッセージが表示されたときに「以後，この
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アラートを表示しない」をオンにすると，それ以降にハードディスクの使用容量が
「危険」の状態になってもアラートメッセージは表示されません。

（4） 上位システムへアラートを通知する
クライアントが上位システムに接続している場合，発生したアラートを上位システムに
通知できます。無人のクライアント PC をリモートコントロールしている場合は，ポッ
プアップメッセージの表示やアラート履歴の取得をしないで，上位システムへの通知だ
けを有効にすると便利です。
上位システムへアラートを通知するには，次のように設定します。
1. クライアントセットアップの［システム監視］パネルで，「システムを監視する」お
よび「アラートを上位システムに通知する」チェックボックスをオンにする。
2. ［システム監視の条件設定］ウィンドウで，上位システムへアラートを通知したい項
目に対して「監視」および「アラートを上位システムに通知」のチェックをオンにす
る。
上位システムでは，各クライアントからのアラートメッセージを，CSV 形式のファイル，
Windows NT のイベントビューア，または JP1/IM - View の［イベントコンソール］画
面で確認できます。このことによって，システム管理者はクライアント全体のアラート
発生状況を，まとめて把握できます。また，上位システムからさらに上位のシステムへ，
アラートを中継できます。上位システムでのアラート通知の確認については，「7.4

ク

ライアントから通知されたアラートを確認する」を参照してください。
なお，通知されたアラートを確認または中継できる上位システムのバージョンについて
は，「7.4.2

アラート情報の中継」を参照してください。

（5）［システム監視］アイコンの変化でアラートを通知する
システム監視で異常が検知された場合に，［システム監視］アイコンのグラフィックの変
化によってアラートを通知できます。ポップアップメッセージを表示しない場合も，
ユーザはすぐに危険を認識できます。
［システム監視］アイコンの変化によってアラートを通知するには，次のように設定しま
す。
1. クライアントセットアップの［システム監視］パネルで，「システムを監視する」お
よび「システム監視アイコンをタスクバーの通知領域に表示する」チェックボックス
をオンにする。
2. ［システム監視の条件設定］ウィンドウで，ポップアップメッセージを表示したい項
目に対して，「監視」およびアラート発生時の処理のオプションのチェックをオンに
する。
アラート発生時の処理として，「アラートメッセージの表示」
，「アラート履歴を取
得」，および「アラートを上位システムに通知」のうち，一つ以上を選択してくださ
い。
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処理を設定した項目にアラートが発生したとき，次の図のように［システム監視］アイ
コンがアラート通知状態に変化します。
図 11-32 ［システム監視］アイコン（アラート通知状態の場合）

［システム監視］アイコンをダブルクリックしてローカルシステムビューアを表示する
と，アラートの発生した項目とその状態を確認できます。詳細は，
「(1) ローカルシステ
ムビューアの［システム監視の状態］パネルに使用状況を表示する」を参照してくださ
い。
なお，アラート通知状態になった［システム監視］アイコンは，監視対象が正常になっ
たとき元の状態（

）に戻ります。複数のアラートが通知されている場合は，すべての

監視項目が正常になるまで，
［システム監視］アイコンはアラート通知状態になっていま
す。
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11.9 印刷抑止を解除する
上位のシステム（配布管理システム）から印刷を抑止されていると，クライアントの PC
から印刷ができなくなります。印刷を抑止されていると，クライアントの PC のタスク
トレイに，印刷抑止状態であることを示すアイコン（

）が表示されます。

このように印刷を抑止されている状態でも，一時的に印刷抑止を解除できます。印刷抑
止を一時的に解除するには，稼働監視ポリシーを作成するときに設定した印刷抑止解除
用のパスワードを入力します。稼働監視ポリシー作成時に，印刷抑止解除用のパスワー
ドが設定されていない場合，印刷抑止は解除できません。
印刷抑止の解除は，クライアントがログオフするまで有効です。ただし，解除中に稼働
監視ポリシーが再配布されたり，稼働監視用のサービスが再起動されたりした場合は，
ログオフ前でも印刷抑止が有効になります。
印刷抑止を一時的に解除する場合の手順を次に示します。
1. クライアントの PC のタスクトレイに表示されている，印刷抑止アイコンをダブルク
リックする。
［印刷抑止解除］ダイアログボックスが表示されます。
［印刷抑止解除］ダイアログ
ボックスが表示されないで，印刷抑止中のメッセージが表示された場合は，印刷抑止
解除用のパスワードが設定されていないため，印刷抑止を解除できません。
2. 印刷抑止解除用のパスワードを入力する。
パスワードは，稼働監視ポリシーを作成した管理者に確認してください。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
印刷抑止が解除されたことを示すメッセージが表示されて，印刷抑止が解除されま
す。
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11.10 バックアップファイルを管理する
バックアップ・リストア機能を使用したリモートインストールが失敗した場合，通常は
バックアップファイルを使用したリストア（ファイルの回復）が自動的に実行されます。
しかし，このとき実行されるリストアも，失敗または実行されないことがあります。
UNIX 版のパッケージャ（資源登録システム）からパッケージングされたパッケージの
場合，クライアントでは復元に失敗したバックアップファイルが，パッケージング時に
指定した「バックアップ保存期間」の指定に従って保存されます。
保存されているバックアップファイルはコマンドで操作できます。必要に応じて，バッ
クアップファイルを確認し，ファイルの削除またはリストアの再試行などの処置を取っ
てください。
保存されたバックアップファイルを管理するコマンドを次の表に示します。
表 11-4 バックアップファイルを管理するコマンド
コマンド名

機能

dmpbklst

バックアップファイルの一覧を出力する

dmpbkdel

バックアップファイルを削除する

dmprcvry

保存されているバックアップファイルを使ってリストアを再試行する

11.10.1 バックアップ取得状況一覧の出力（dmpbklst コマン
ド）
機能
保存されているバックアップファイルの一覧が，バックアップ取得状況一覧ファイ
ル（ファイル名：DMPBKLST）に出力されます。バックアップ取得状況一覧ファ
イルには，保存されているバックアップのパッケージ識別 ID（UNIX 版 JP1/
NETM/DM での資源名）とバックアップの総数がテキスト形式で書かれています。
形式
dmpbklst /バックアップ取得状況一覧を出力するディレクトリ
引数
• / バックアップ取得状況一覧を出力するディレクトリ
バックアップ取得状況一覧ファイル（ファイル名：DMPBKLST）の出力先ディレ
クトリのパスを指定します。
出力形式
NUMBER_OF_ENTRY = 3
RESOURCE_NAME = UAP1
RESOURCE_NAME = UAP2
RESOURCE_NAME = USERDATA
END_OF_FILE

(1)
(2)
(3)

725

11. クライアントを操作する

(1)NUMBER_OF_ENTRY = バックアップ数
保存されているバックアップの総数です（1 〜 127）
。
(2)RESOURCE_NAME = パッケージ識別 ID
バックアップが保存されているパッケージ識別 ID（UNIX 版 JP1/NETM/DM
での資源名）です。最大文字数は，44 文字です。パッケージ識別 ID が 44 文字
未満の場合は，44 文字目までスペースが入っています。
(3)END_OF_FILE
バックアップ取得状況一覧ファイルの最後を示します。
終了コード
0
正常終了
1
バックアップファイルが存在しない
実行例
バックアップ取得状況一覧ファイルの出力先が「C:¥Program
Files¥Hitachi¥NETMDMP」の場合の例を次に示します。なお，出力ファイル名は
「DMPBKLST」固定です。
dmpbklst.exe /"C:¥Program Files¥Hitachi¥NETMDMP"

11.10.2

バックアップファイルの削除（dmpbkdel コマンド）

機能
指定したパッケージ識別 ID（UNIX 版 JP1/NETM/DM での資源名）のバックアッ
プファイルが削除されます。
形式
dmpbkdel /パッケージ識別ID
引数
• / パッケージ識別 ID
削除するバックアップファイルのパッケージ識別 ID を指定します。
終了コード
0
正常終了
1
バックアップファイルのないパッケージ識別 ID を指定した
2
バックアップの削除時にシステムエラーが発生した
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実行例
パッケージ識別 ID「TEST」のバックアップを削除する場合の例を次に示します。
dmpbkdel.exe /TEST

11.10.3 リストアの再試行（dmprcvry コマンド）
機能
指定したパッケージ識別 ID（UNIX 版 JP1/NETM/DM での資源名）のバックアッ
プを使ってリストアを再試行します。
形式
dmprcvry /パッケージ識別ID
引数
• / パッケージ識別 ID
リストアを再試行するパッケージ識別 ID を指定します。
終了コード
0
正常終了
1
バックアップファイルのないパッケージ識別 ID を指定した
2
リストア時にシステムエラーが発生した
3
リストア後の処理でエラーが発生した
実行例
パッケージ識別 ID「TEST」のバックアップを使ってリストアを再試行する場合の
例を次に示します。
dmprcvry.exe /TEST
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付録
付録 A メニュー一覧
付録 B アイコン一覧
付録 C リモートインストールマネージャからのツールの起動
付録 D インストール条件を設定するスクリプトの作成
付録 E 各バージョンの変更内容
付録 F

用語解説
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付録 A

メニュー一覧

付録 A

メニュー一覧

JP1/NETM/DM で表示される各ウィンドウおよびアイコンのメニュー一覧を次に示しま
す。

付録 A.1 ［システム構成］ウィンドウのメニュー一覧
［システム構成］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成 (N)

機能

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

(S) ※ 1
あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ
(P)

［パッケージ］ウィンドウを表示します。

−

ジョブ定義
(D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示します。

−

ジョブ実行状
況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リス
ト (L) ※ 1

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

ディレクトリ

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［システム構成］ウィンドウを閉じます。

−

システム構成

情報 (A) ※ 1
閉じる (C)
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表示されるダイ
アログボックス

ホストの新規作成 (A)...

ホストを作成します。

ホストの作成

名前の変更 (R)...

ホスト名を変更します。

名前の変更

プロパティ (Y)

選択したホストのプロパティを表示しま
す。

XXX のプロパ
ティ（XXX は
ホスト名または
IP アドレス）

属性の変更 (H)...

ホストの属性を変更します。

属性の変更

ID 管理中継への ID の登録・削
除 (J)...

ID 管理中継ごとに ID を登録，および削
除します。

ID 管理中継へ
の ID の登録・
削除

オフラインマ
シンの管理
(L) ※ 1

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報お
よび稼働情報を取得するための媒体を準
備します。

オフラインマシ
ン情報取得媒体
作成

オフラインマ
シン情報入力
(I)...

オフラインマシンから取得したインベン
トリ情報および稼働情報を入力します。

−

付録 A

メニュー

編集
(E)

機能

表示されるダイ
アログボックス

システム構成情報の削除履歴
(D)... ※ 1

システム構成情報からホストを削除した
履歴を表示します。

システム構成情
報の削除履歴

ファイルから作成 (I)...

システム構成を設定したファイルから，
システム構成を作成します。

検索リストの読
み込み

ファイルへ保存 (E)...

システム構成から，ファイルを作成しま
す。

システム構成の
保存

印刷情報の設定 (U)...

印刷する情報を設定します。

印刷情報の設定

印刷プレビュー (V)...

印刷イメージを表示します。

印刷情報の設定

印刷 (T)...

システム構成の情報を印刷します。

印刷情報の設定

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

−

CSV ファイル出力 (O)

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

CSV ファイル入力 (B) ※ 1

CSV 形式で記述されたユーザインベン
トリ情報を配布管理システムのデータ
ベースに反映します。

CSV ファイル
入力

インベントリビューアの起動
(W) ※ 1

インベントリ情報を表示，集計できるイ
ンベントリビューアを起動します。

−

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

切り取り (T)

選択したホストを切り取ります。

−

コピー (C)

選択したホストをコピーします。

−

貼り付け (P)

選択した位置にホストを貼り付けます。

−

削除 (D)

システム構成からホストを削除します。

−

インストールパッケージ情報の
削除 (I)

ホストにインストールされているソフト
ウェアの情報を削除します。

インストール
パッケージ情報
の削除

中継システムのパッケージ削除
(M)...

中継システムにあるパッケージを削除し
ます。

中継システムの
パッケージ削除

ソフトウェアインベントリ情報

ソフトウェアインベントリを削除しま
す。

ソフトウェアイ
ンベントリ情報
の削除

すべて選択 (A) ※ 1

ウィンドウの右枠に表示されているすべ
ての情報を選択します。

−

選択の切り替え (R) ※ 1

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にしま
す。

−

ジョブの実行 (E)...

ジョブを新規に作成します。

ジョブ定義の新
規作成

の削除 (D)... ※ 1

実行
(A)

メニュー一覧
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付録 A

メニュー一覧

メニュー
集計 (T) ※ 1

機能

条件の設定か
ら実行 (W)...

インベントリビューアの集計ウィザード
に従って条件を設定したあと，集計を実
行します。インベントリビューアの［対
象選択］ウィンドウには，［システム構
成］ウィンドウでのホストの選択状態が
反映されます。

テンプレート
を指定して実
行 (T)

あらかじめインベントリビューアで作成
しているテンプレートに従って，集計を
実行します。インベントリビューアの
［対象選択］ウィンドウには，［システム
構成］ウィンドウでのホストの選択状態
が反映されます。

表示されるダイ
アログボックス
条件の設定

−

中断させる
(S)

下位システムとのファイル転送を中断し
ます。

ファイル転送の
中断

再開させる
(R)

下位システムとのファイル転送を再開し
ます。

ファイル転送の
再開

一覧 (L)

あて先の一覧を表示します。

−

属性情報 (A)

ホストの属性を表示します。

−

インストール
パッケージ
(P)

インストールパッケージ情報を表示しま
す。

−

システム情報
(S)

システム情報を表示します。

−

ユーザインベ
ントリ (U) ※

ユーザインベントリ情報を表示します。

−

レジストリ情
報 (R) ※ 1

レジストリ情報を表示します。

−

ソフトウェア
インベントリ
(F) ※ 1

ソフトウェアインベントリ情報を表示し
ます。

−

ディレクトリ

ディレクトリ情報を表示します。

−

表示情報の切替 (R)

表示するタブを切り替えます。

−

表示情報の設定 (F)...

表示する項目を設定します。

表示する項目の
設定

表示情報の絞り込み (E)... ※ 1

インストールしたパッケージの情報の中
から，必要な情報だけを表示します。

ソフトウェア検
索リストでの絞
り込み

ファイル転送
の中断 / 再開
※1

表示
(V)

表示する情報
(I)

1

情報 (D) ※ 1

表示するソフ
トウェア (P)
※1
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アプリケー
ションの追加
/ 削除 (D) ※ 2

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録さ
れている情報を表示します。

−

付録 A

メニュー

機能

表示されるダイ
アログボックス

パッチ情報
(P) ※ 2

コンピュータに適用されているパッチの
情報を表示します。

−

未適用パッチ
情報 (U) ※ 2

コンピュータに適用されていないパッチ
の情報を表示します。

−

その他のソフ
トウェア (E)

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録さ
れている情報以外で，パッチの情報を除
いたものを表示します。

−

ファイル検索
で取得したソ
フトウェア
(F) ※ 3

「ファイルを検索」で取得したソフト
ウェア情報の表示・非表示を切り替えま
す。

−

Microsoft
Office 製品

「Microsoft Office 製品を検索」で取得し
たソフトウェア情報の表示・非表示を切
り替えます。

−

「ウィルス対策製品を検索」で取得した
ソフトウェア情報の表示・非表示を切り
替えます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替え
ます。

−

名前順 (N)

情報を名前順に表示します。

−

ID 順 (D)

情報を ID 順に表示します。

−

日付順 (J)

情報を日付順に表示します。

−

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

検索 (F)

ホストを検索します。

検索

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定しま
す。

ジョブの環境設
定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定します。

整列パターン

システム構成情報の自動メンテ
ナンス (A)...

JP1/NETM/DM システム内の不要なク
ライアントを定期的に削除する，システ
ム構成情報の自動メンテナンスを設定す
る画面を表示します。

システム構成情
報のメンテナン
ス

システム構成情報の手動メンテ
ナンス (M)...

JP1/NETM/DM システム内の不要なク
ライアントを検索して削除する画面を表
示します。

検索

あて先グループ /ID の自動メン

−

−

※2

(M) ※ 3
ウィルス対策
製品 (V) ※ 3

オプ
ショ
ン (O)

メニュー一覧

テナンス (G) ※ 4
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

機能

表示されるダイ
アログボックス

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示しま
す。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

ユーザインベントリの編集
(Y)... ※ 1

ユーザインベントリ項目を編集する画面
を表示します。

ユーザインベン
トリ項目作成

レジストリ取得項目の編集

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取得
項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書
の編集 (D)... ※ 1

ソフトウェアインベントリ辞書を編集し
ます。

ソフトウェアイ
ンベントリ辞書
編集

監視対象の設
定 (S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア稼
働監視ポリシー
の編集

ソフトウェア
稼働情報の参
照 (O)...

ソフトウェアの抑止履歴および操作履歴
を参照します。

ソフトウェア稼
働情報

JP1/NETM/DM 未導入ホスト
の検出

(N)... ※ 1

(S)... ※ 1

ソフトウェア
稼働監視 (W)
※1

AIM Limited
の起動 (H)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア
稼働状況の参
照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−

操作履歴集計
の参照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

−

リモートコントロールマネー
ジャの起動 (E)...

リモートコントロールマネージャを起動
します。

−

ツールの起動
(T)

ツールの登録
(R)...

リモートインストールマネージャから起
動するツールを登録します。

ツールの登録

ツール名※ 5

登録したツールを起動します。

−

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグルー
プの作成

更新プログラ
ムの承認設定
(P)...

更新プログラムの承認設定を変更する画
面を表示します。

更新プログラム
の承認設定

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示しま
す。

更新プログラム
の管理

管理ノードライセンス (L)...

バンドル版の JP1/NETM/DM Client の
ライセンスを確認するダイアログボック
スを表示します。

管理ノードライ
センス

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM View から起動した場合だけ選択できま
す。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

WSUS 連携
(U)
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操作履歴一覧
の参照 (V)

付録 A

メニュー

ウィ
ンド
ウ
(W)

ヘル
プ (H)

機能

メニュー一覧

表示されるダイ
アログボックス

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重ね
て表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横に
並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整列
します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整列
します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
［インストールパッケージ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 3
［ソフトウェアインベントリ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 4
このウィンドウでは常に非活性となっています。
注※ 5
登録したツール名が表示されます。ツールは最大 10 個表示されます。

付録 A.2 ［あて先］ウィンドウのメニュー一覧
［あて先］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成
(N)

システム構成 (S)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

［システム構成］ウィンドウを表示し
ます。

−

※1

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ (P)

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

ジョブ定義 (D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ実行状況
(J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示
します。

−

管理情報リスト
(L) ※ 1

［管理情報リスト］ウィンドウを表示
します。

−

ディレクトリ情報
(A) ※ 1

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表
示します。

−

［あて先］ウィンドウを閉じます。

−

閉じる (C)
あて先の新規作成 (A)...

あて先を作成します。

あて先の作成

グループの新規作成 (P)...

あて先グループ，あて先グループのポ
リシー，および集計からのグルーピン
グを設定します。

あて先グルー
プの作成

名前の変更 (R)...

あて先グループ名を変更します。

名前の変更

プロパティ (Y) ※ 1

選択したあて先のプロパティを表示し
ます。

XXX のプロパ
ティ（XXX は
ホスト名，IP
アドレス，ID
名称，または
あて先グルー
プ名）

ID の作成 (M)...

ID を作成します。

ID の作成

ID の削除 (D)...

選択した ID を削除します。

−

ID の属性変更 (Z)...

ID を管理する中継システムを変更し
ます。

ID の属性変更

ID へホストを追加 (W)... ※ 2

ID にクライアントを登録します。

ID へホストを
追加

ファイルから ID への登録 (F)

作成したファイルを指定して，複数の
ホストを一括して ID へと登録します。

−

ID ホストをファイルへ保存 (H)...

ID と ID に登録されているホストを
ファイルへ保存します。

−

オフライン
マシンの管
理 (L) ※ 1

オフラインマシン
情報取得媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報
および稼働情報を取得するための媒体
を準備します。

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成

オフラインマシン
情報入力 (I)...

オフラインマシンから取得したインベ
ントリ情報および稼働情報を入力しま
す。

−

システム構成情報からホストを削除し
た履歴を表示します。

システム構成
情報の削除履
歴

システム構成情報の削除履歴
(D)... ※ 1
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付録 A

メニュー

編集
(E)

実行
(A)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

ファイルから作成 (I)...

システム構成を設定したファイルか
ら，システム構成を作成します。

−

ファイルへ保存 (E)...

システム構成から，ファイルを作成し
ます。

−

印刷情報の設定 (U)...

印刷する情報を設定します。

印刷情報の設
定

印刷プレビュー (V)...

印刷イメージを表示します。

印刷情報の設
定

印刷 (T)...

システム構成の情報を印刷します。

印刷情報の設
定

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

−

CSV ファイル出力 (O)

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

CSV ファイル入力 (B) ※ 1

CSV 形式で記述されたユーザインベン
トリ情報を配布管理システムのデータ
ベースに反映します。

CSV ファイル
入力

インベントリビューアの起動 (W)

インベントリ情報を表示，集計できる
インベントリビューアを起動します。

−

※1

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

切り取り (T)

選択したホストを切り取ります。

−

コピー (C)

選択したホストをコピーします。

−

貼り付け (P)

選択した位置にホストを貼り付けま
す。

−

削除 (D)

システム構成からホストを削除しま
す。

−

インストールパッケージ情報の削
除 (I)

ホストにインストールされているソフ
トウェアの情報を削除します。

インストール
パッケージ情
報の削除

ソフトウェアインベントリ情報の
削除 (D)... ※ 1

ソフトウェアインベントリを削除しま
す。

ソフトウェア
インベントリ
情報の削除

すべて選択 (A) ※ 1

ウィンドウの右枠に表示されているす
べての情報を選択します。

−

選択の切り替え (R) ※ 1

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にし
ます。

−

ジョブの実行 (E)...

ジョブを新規に作成します。

ジョブ定義の
新規作成
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

集計 (T) ※ 1

機能

条件の設定から実
行 (W)...

インベントリビューアの集計ウィザー
ドに従って条件を設定したあと，集計
を実行します。インベントリビューア
の［対象選択］ウィンドウには，［あ
て先］ウィンドウでの選択状態が反映
されます。

テンプレートを指
定して実行 (T)

あらかじめインベントリビューアで作
成しているテンプレートに従って，集
計を実行します。インベントリビュー
アの［対象選択］ウィンドウには，
［あて先］ウィンドウでの選択状態が
反映されます。

表示されるダ
イアログボッ
クス
条件の設定

−

中断させる (S)

下位システムとのファイル転送を中断
します。

ファイル転送
の中断

再開させる (R)

下位システムとのファイル転送を再開
します。

ファイル転送
の再開

一覧 (L)

あて先の一覧を表示します。

−

属性情報 (A)

ホストの属性を表示します。

−

インストールパッ
ケージ (P)

インストールパッケージ情報を表示し
ます。

−

システム情報 (S)

システム情報を表示します。

−

ID 管理中継 (M)...

ID を管理している中継システムだけ
を表示します。

−

ユーザインベントリ情報を表示しま
す。

−

レジストリ情報
(R) ※ 1

レジストリ情報を表示します。

−

ソフトウェアイン

ソフトウェアインベントリ情報を表示
します。

−

ディレクトリ情報を表示します。

−

表示情報の切替 (R)

表示するタブを切り替えます。

−

表示情報の設定 (F)...

表示する項目を設定します。

−

表示情報の絞り込み (E)... ※ 1

インストールしたパッケージの情報の
中から，必要な情報だけを表示しま
す。

ソフトウェア
検索リストで
の絞り込み

ファイル転
送の中断 /
再開※ 1

表示
(V)

表示する情
報 (I)

※1

ユーザインベント
リ (U) ※ 1

ベントリ (F) ※ 1
ディレクトリ情報
(D) ※ 1

表示するソ
フトウェア
(P) ※ 1
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アプリケーション
の追加 / 削除 (D)
※3

［アプリケーションの追加と削除］ま
たは［プログラムの追加と削除］に記
録されている情報を表示します。

−

付録 A

メニュー

表示されるダ
イアログボッ
クス

パッチ情報 (P) ※ 3

コンピュータに適用されているパッチ
の情報を表示します。

−

未適用パッチ情報
(U) ※ 3

コンピュータに適用されていないパッ
チの情報を表示します。

−

その他のソフト
ウェア (E) ※ 3

［アプリケーションの追加と削除］ま
たは［プログラムの追加と削除］に記
録されている情報以外で，パッチの情
報を除いたものを表示します。

−

ファイル検索で取
得したソフトウェ
ア (F) ※ 4

「ファイルを検索」で取得したソフト
ウェア情報の表示・非表示を切り替え
ます。

−

Microsoft Office

「Microsoft Office 製品を検索」で取得
したソフトウェア情報の表示・非表示
を切り替えます。

−

「ウィルス対策製品を検索」で取得し
たソフトウェア情報の表示・非表示を
切り替えます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前順 (N)

情報を名前順に表示します。

−

ID 順 (D)

情報を ID 順に表示します。

−

日付順 (J)

情報を日付順に表示します。

−

ID をダブルクリックしたときだけ
ID 下のあて先を表示する (V)

ID をダブルクリックしたときだけ ID
下のあて先を右画面に表示します。ID
下のあて先が 1 万台以上ある場合，ID
下のあて先を参照する必要がないとき
に使用すると便利です。ID をシング
ルクリックしただけでは，ID 下のあ
て先を表示しません。

−

あて先を表示する (O)... ※ 1

選択した ID 下のあて先情報を表示し
ます。

ID クライアン
ト情報

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

検索 (F)... ※ 1

ホストを検索します。

検索

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定し
ます。

ジョブの環境
設定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定しま
す。

整列パターン

製品 (M) ※ 4
ウィルス対策製品
(V) ※ 4

オプ
ショ
ン (O)

機能

メニュー一覧
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

システム構成情報の自動メンテナ

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

−

−

システム構成情報の手動メンテナ
ンス (M) ※ 5

−

−

あて先グループ /ID の自動メンテ

あて先グループおよび ID のポリシー
を編集する画面を表示します。

ポリシーの設
定

JP1/NETM/DM がインストールされ
ていないホストを検出する画面を表示
します。

JP1/NETM/
DM 未導入ホ
スト検出

1

ユーザインベントリ項目を編集する画
面を表示します。

ユーザインベ
ントリ項目作
成

レジストリ取得項目の編集 (S)... ※

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取
得項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書を編集
します。

ソフトウェア
インベントリ
辞書編集

監視対象の設定
(S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作
成，変更，削除します。

ソフトウェア
稼働監視ポリ
シーの編集

ソフトウェア稼働
情報の参照 (O)...

ソフトウェアの抑止履歴および操作履
歴を参照します。

ソフトウェア
稼働情報

ンス (A) ※ 5

ナンス (G)...

※1

JP1/NETM/DM 未導入ホストの検
出 (N)... ※ 1
ユーザインベントリの編集 (Y)... ※

1

ソフトウェアインベントリ辞書の
編集 (D)... ※ 1
ソフトウェ
ア稼働監視
(W) ※ 1

AIM
Limited の
起動 (H)

操作履歴一覧の参
照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示し
ます。

−

ソフトウェア稼働
状況の参照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウ
を表示します。

−

操作履歴集計の参
照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示し
ます。

−

リモートコントロールマネージャ
の起動 (E)...

リモートコントロールマネージャを起
動します。

−

ツールの起
動 (T)

ツールの登録
(R)...

リモートインストールマネージャから
起動するツールを登録します。

ツールの登録

ツール名※ 6

登録したツールを起動します。

−

WSUS コンピュー
タグループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成

更新プログラムの
承認設定 (P)...

更新プログラムの承認設定を変更する
画面を表示します。

更新プログラ
ムの承認設定

パッチを取得・管理する画面を表示し
ます。

更新プログラ
ムの管理

WSUS 連携
(U)

更新プログラムの管理 (P)...
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付録 A

メニュー

ウィ
ンド
ウ
(W)

ヘル
プ
(H)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

管理ノードライセンス (L)...

バンドル版の JP1/NETM/DM Client
のライセンスを確認するダイアログ
ボックスを表示します。

管理ノードラ
イセンス

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM
- View から起動した場合だけ選択でき
ます。

JP1/NETM/
DM 接続先の
設定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重
ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横
に並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整
列します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプ
を表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を
表示します。

−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
JP1/NETM/DM Client（中継システム）のリモートインストールマネージャでだけ表示されま
す。
注※ 3
［インストールパッケージ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 4
［ソフトウェアインベントリ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 5
このウィンドウでは常に非活性となっています。
注※ 6
登録したツール名が表示されます。ツールは最大 10 個表示されます。

付録 A.3 ［パッケージ］ウィンドウのメニュー一覧
［パッケージ］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成
(N)

システム構成 (S) ※

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

1

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ (P)

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ定義 (D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ実行状況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リスト (L)

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［パッケージ］ウィンドウを閉じます。

−

※1

ディレクトリ情報
(A) ※ 1
閉じる (C)
キャビネットの新規作成 (B)...

キャビネットを作成します。

キャビネット
の作成

名前の変更 (R)...

キャビネット名を変更します。

キャビネット
の名前の変更

プロパティ (Y) ※ 1

選択したキャビネットまたはパッケー
ジの情報を表示します。

XXX のプロパ
ティ（XXX は
キャビネット
名またはパッ
ケージ名）

オフラインマシン
情報取得媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報
および稼働情報を取得するための媒体
を準備します。

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成

インストール媒体
作成 (T)...

オフラインマシンへソフトウェアをイ
ンストールするための媒体を準備しま
す。

インストール
媒体作成

オフラインマシン
情報入力 (I)...

オフラインマシンから取得したインベ
ントリ情報および稼働情報を入力しま
す。

−

システム構成情報の削除履歴
(D)... ※ 1

システム構成情報からホストを削除し
た履歴を表示します。

システム構成
情報の削除履
歴

印刷情報の設定 (U)...

印刷する情報を設定します。

印刷情報の設
定

印刷プレビュー (V)...

印刷イメージを表示します。

印刷情報の設
定

オフライ
ンマシン
の管理
(L) ※ 1
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付録 A

メニュー

編集
(E)

実行
(A)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

印刷 (T)...

あて先の情報を印刷します。

印刷情報の設
定

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

−

CSV ファイル出力 (O)...

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

インベントリビューアの起動
(W) ※ 1

インベントリ情報を表示，集計できる
インベントリビューアを起動します。

−

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

削除 (D)

選択したキャビネット，またはパッ
ケージを削除します。

−

中継システムのパッケージ削除
(M)... ※ 1

中継システムにあるパッケージを削除
します。

中継システム
のパッケージ
削除

すべて選択 (A) ※ 1

ウィンドウの右枠に表示されているす
べての情報を選択します。

−

選択の切り替え (R) ※ 1

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にし
ます。

−

ジョブの実行 (E)...

ジョブを新規に作成します。

ジョブ定義の
新規作成

集計 (T)... ※ 2

−

−

中断させる (S)

下位システムとのファイル転送を中断
します。

ファイル転送
の中断

再開させる (R)

下位システムとのファイル転送を再開
します。

ファイル転送
の再開

一覧 (L)

パッケージの一覧を表示します。

−

属性情報 (A)

パッケージの属性を表示します。

−

パッケージ内容 (P)

パッケージの内容を表示します。

−

表示情報の切替 (R)

表示するタブを切り替えます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前順 (N)

情報を名前順に表示します。

−

ID 順 (D)

情報を ID 順に表示します。

−

バージョン順 (V)

情報をバージョン順に表示します。

−

ファイル
転送の中
断 / 再開
※1

表示
(V)

表示する
情報 (I)
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

オプ
ショ
ン (O)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

世代番号順 (G)

情報を世代番号順に表示します。

−

作成日付順 (M)

情報を日付順に表示します。

−

サイズ順 (Z)

情報をサイズ順に表示します。

−

更新日時順 (L)

情報を更新日付順に表示します。

−

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定し
ます。

ジョブの環境
設定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定します。

整列パターン

JP1/NETM/DM 未導入ホストの

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示し
ます。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

※1

ユーザインベントリ項目を編集する画
面を表示します。

ユーザインベ
ントリ項目作
成

レジストリ取得項目の編集 (S)...

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取
得項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書を編集
します。

ソフトウェア
インベントリ
辞書編集

監視対象の設定
(S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア
稼働監視ポリ
シーの編集

ソフトウェア稼働
情報の参照 (O)... ※

ソフトウェアの抑止履歴および操作履
歴を参照します。

ソフトウェア
稼働情報

検出 (N)...

※1

ユーザインベントリの編集 (Y)...

※1

ソフトウェアインベントリ辞書
の編集 (D)... ※ 1
ソフト
ウェア稼
働監視
(W) ※ 1

2

AIM
Limited
の起動
(H)

WSUS 連
携 (U)

744

操作履歴一覧の参
照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア稼働
状況の参照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−

操作履歴集計の参
照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

−

WSUS コンピュー
タグループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成

更新プログラムの
承認設定 (P)...

更新プログラムの承認設定を変更する
画面を表示します。

更新プログラ
ムの承認設定

付録 A

メニュー

ウィ
ンド
ウ (W)

ヘル
プ (H)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示し
ます。

更新プログラ
ムの管理

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM
- View から起動した場合だけ選択でき
ます。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重
ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横
に並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整
列します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
このウィンドウでは常に非活性となっています。

付録 A.4 ［ジョブ定義］ウィンドウのメニュー一覧
［ジョブ定義］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成
(N)

システム構成 (S) ※

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

1

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ (P)

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ定義 (D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示しま
す。

−
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メニュー

実行
(A)

746

表示されるダ
イアログボッ
クス

ジョブ実行状況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リスト (L)

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

※1

ディレクトリ情報
(A) ※ 1

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［ジョブ定義］ウィンドウを閉じます。

−

閉じる (C)

編集
(E)

機能

フォルダの新規作成 (F)...

フォルダを作成します。

フォルダの作
成

ジョブ定義の新規作成 (J)...

ジョブを新規に作成します。

ジョブ定義の
新規作成

名前の変更 (R)...

フォルダ，またはジョブの名称を変更
します。

名前の変更

オフライ
ンマシン
の管理
(L) ※ 1

オフラインマシン
情報取得媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報
および稼働情報を取得するための媒体
を準備します。

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成

オフラインマシン
情報入力 (I)...

オフラインマシンから取得したインベ
ントリ情報および稼働情報を入力しま
す。

−

システム構成情報の削除履歴
(D)... ※ 1

システム構成情報からホストを削除し
た履歴を表示します。

システム構成
情報の削除履
歴

CSV ファイル出力 (O)...

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

インベントリビューアの起動

インベントリ情報を表示，集計できる
インベントリビューアを起動します。

−

(W) ※ 1
終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

ジョブ定義の編集 (J)

ジョブの定義内容を変更します。

ジョブの編集

削除 (D)

選択したフォルダ，またはジョブを削
除します。

−

ジョブ定義のカスタマイズ (C)...

ジョブの定義に使用するダイアログ
ボックスをカスタマイズします。

ジョブ定義の
カスタマイズ

すべて選択 (A) ※ 1

ウィンドウの右枠に表示されているす
べての情報を選択します。

−

選択の切り替え (R) ※ 1

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にし
ます。

−

ジョブの実行 (E)...

保存したジョブを実行します。

ジョブ定義の
新規作成

付録 A

メニュー

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

中断させる (S)

下位システムとのファイル転送を中断
します。

ファイル転送
の中断

再開させる (R)

下位システムとのファイル転送を再開
します。

ファイル転送
の再開

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前のみ (N)

ジョブを名前だけで表示します。

−

すべて表示 (A)

ジョブの情報をすべて表示します。

−

表示情報の設定 (P)...

表示する項目を設定します。

−

名前順 (M)

情報を名前順に表示します。

−

作成日付順 (C)

情報を作成日付順に表示します。

−

更新日付順 (D)

情報を更新日付順に表示します。

−

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定し
ます。

ジョブの環境
設定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定します。

整列パターン

JP1/NETM/DM 未導入ホストの

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示し
ます。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

※1

ユーザインベントリ項目を編集する画
面を表示します。

ユーザインベ
ントリ項目作
成

レジストリ取得項目の編集 (S)...

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取
得項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書を編集
します。

ソフトウェア
インベントリ
辞書編集

監視対象の設定
(S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア
稼働監視ポリ
シーの編集

ソフトウェア稼働
情報の参照 (O)... ※

ソフトウェアの抑止履歴および操作履
歴を参照します。

ソフトウェア
稼働情報

ファイル
転送の中
断 / 再開
※1

表示
(V)

オプ
ショ
ン (O)

検出 (N)... ※ 1
ユーザインベントリの編集 (Y)...

※1

ソフトウェアインベントリ辞書
の編集 (D)... ※ 1
ソフト
ウェア稼
働監視
(W) ※ 1

2
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メニュー一覧

メニュー

AIM
Limited
の起動
(H)

ヘル
プ (H)

表示されるダ
イアログボッ
クス

操作履歴一覧の参
照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア稼働
状況の参照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−

操作履歴集計の参
照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

−

WSUS コンピュー
タグループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成

更新プログラムの
承認設定 (P)...

更新プログラムの承認設定を変更する
画面を表示します。

更新プログラ
ムの承認設定

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示し
ます。

更新プログラ
ムの管理

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM
- View から起動した場合だけ選択でき
ます。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重
ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横
に並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整
列します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

WSUS 連
携 (U)

ウィ
ンド
ウ (W)

機能

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
このウィンドウでは常に非活性となっています。
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付録 A.5 ［ジョブ実行状況］ウィンドウのメニュー一覧
［ジョブ実行状況］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成
(N)

システム構成 (S) ※

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

1

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ (P)

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ定義 (D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ実行状況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リスト (L)

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［ジョブ実行状況］ウィンドウを閉じま
す。

−

※1

ディレクトリ情報
(A) ※ 1
閉じる (C)
オフラインマシン
情報取得媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報
および稼働情報を取得するための媒体
を準備します。

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成

オフラインマシン
情報入力 (I)...

オフラインマシンから取得したインベ
ントリ情報および稼働情報を入力しま
す。

−

(D)... ※ 1

システム構成情報からホストを削除し
た履歴を表示します。

システム構成
情報の削除履
歴

印刷情報の設定 (U)...

印刷する情報を設定します。

印刷情報の設
定

印刷プレビュー (V)...

印刷イメージを表示します。

印刷情報の設
定

印刷 (T)...

ジョブ実行状況の情報を印刷します。

印刷情報の設
定

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

−

CSV ファイル出力 (O)...

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

インベントリビューアの起動
(W) ※ 1

インベントリ情報を表示，集計できる
インベントリビューアを起動します。

−

オフライ
ンマシン
の管理
(L) ※ 1

システム構成情報の削除履歴
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メニュー

編集
(E)

実行
(A)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

削除 (D)

選択したフォルダ，またはジョブを削
除します。

−

すべて選択 (A)

フォルダ，またはジョブをすべて選択
します。

−

選択の切り替え (R) ※ 1

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にし
ます。

−

ジョブの再実行 (R)...

ジョブを再実行します。

ジョブの再実
行

分割配布の強制完了 (F)

分割配布のジョブを通常配布に切り替
えて，未転送のパッケージを一括して
転送します。

強制完了の確
認

中断させる (S)

下位システムとのファイル転送を中断
します。

ファイル転送
の中断

再開させる (R)

下位システムとのファイル転送を再開
します。

ファイル転送
の再開

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

表示情報の設定 (I)...

表示する日時項目を設定します。

表示する項目
の設定

条件の設定から実
行 (W)...

インベントリビューアの表示ウィザー
ドに従って表示項目を設定したあと，
指定したホストの詳細情報を表示しま
す。

条件の設定

テンプレートを指
定して実行 (T)

あらかじめインベントリビューアで作
成しているテンプレートに従って，指
定したホストの詳細情報を表示します。

−

ジョブの詳細情報の表示 (D)...

選択したジョブの詳細情報を表示しま
す。

• ジョブ情報
（ジョブ選択
時）
• 詳細情報
（パッケージ
選択時）

指定された情報のみ表示 (N)

情報を階層ごとに表示します。

−

すべてのジョブの表示 (L)

選択した階層下のすべてのジョブを表
示します。

−

すべてのジョブ詳細の表示 (E)

選択した階層下のすべてのジョブの詳
細情報を表示します。

−

ファイル
転送の中
断 / 再開
※1

表示
(V)

あて先の
詳細情報
の表示
(T) ※ 1
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メニュー

表示されるダ
イアログボッ
クス

全種類のジョブの表示 (A)

特定の実行状況のジョブを選択して表
示したあと，再度すべてのジョブを表
示します。

−

ジョブの種類の指定 (K)...

特定の実行状況のジョブを表示します。

表示するジョ
ブの選択

ID・全あて先ジョブクライアン

あて先として ID または全あて先を設
定したジョブの実行状況を表示します。

−

中継の実行結果表示 (M) ※ 1

中継システムで作成したジョブの実行
状況を表示します。

−

削除中のジョブを表示する (P) ※

中継するシステムまたはクライアント
で削除中のジョブを表示します。

−

1

並べ替え (O)...

表示した情報を並べ替えます。

ソート順序の
設定

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定し
ます。

ジョブの環境
設定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定します。

整列パターン

JP1/NETM/DM 未導入ホストの

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示し
ます。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

ユーザインベントリの編集 (Y)...

ユーザインベントリ項目を編集する画
面を表示します。

ユーザインベ
ントリ項目作
成

レジストリ取得項目の編集 (S)...

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取
得項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書を編集
します。

ソフトウェア
インベントリ
辞書編集

監視対象の設定
(S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア
稼働監視ポリ
シーの編集

ソフトウェア稼働
情報の参照 (O)... ※

ソフトウェアの抑止履歴および操作履
歴を参照します。

ソフトウェア
稼働情報

ト表示 (C)

オプ
ショ
ン (O)

機能

メニュー一覧

※2

検出 (N)... ※ 1

※1

ソフトウェアインベントリ辞書
の編集 (D)... ※ 1
ソフト
ウェア稼
働監視
(W) ※ 1

3

AIM
Limited
の起動
(H)

操作履歴一覧の参
照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア稼働
状況の参照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−
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メニュー

ヘル
プ (H)

表示されるダ
イアログボッ
クス

操作履歴集計の参
照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

WSUS コンピュー
タグループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成

更新プログラムの
承認設定 (P)...

更新プログラムの承認設定を変更する
画面を表示します。

更新プログラ
ムの承認設定

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示し
ます。

更新プログラ
ムの管理

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM
- View から起動した場合だけ選択でき
ます。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重
ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横
に並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整
列します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

WSUS 連
携 (U)

ウィ
ンド
ウ (W)

機能

−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
JP1/NETM/DM Client（中継システム）のリモートインストールマネージャでは，
「ID ジョブ
クライアントの表示 (C)」となり，あて先として ID を設定したジョブの実行状況を表示しま
す。
注※ 3
このウィンドウでは常に非活性となっています。

付録 A.6 ［管理情報リスト］ウィンドウのメニュー一覧
［管理情報リスト］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
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メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成
(N)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

システム構成 (S)

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ (P)

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ定義 (D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示しま
す。

−

ジョブ実行状況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リスト (L)

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

ディレクトリ情報
(A) ※ 1

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［管理情報リスト］ウィンドウを閉じま
す。

−

閉じる (C)

メニュー一覧

検索リストの新規作成 (A)...

ソフトウェア検索リストを作成します。

ソフトウェア
検索リスト一
覧

名前の変更 (R)...

ソフトウェア検索リスト名を変更しま
す。

名前の変更

ファイルから作成 (I)...

ソフトウェア検索リストを設定した
ファイルからソフトウェア検索リスト
を作成します。

検索リストの
読み込み

ファイルへ保存 (E)...

ソフトウェア検索リストからファイル
を作成します。

検索リストの
保存

オフライ
ンマシン
の管理

オフラインマシン
情報取得媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報
および稼働情報を取得するための媒体
を準備します。

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成

オフラインマシン
情報入力 (I)...

オフラインマシンから取得したインベ
ントリ情報および稼働情報を入力しま
す。

−

システム構成情報の削除履歴
(D)...

システム構成情報からホストを削除し
た履歴を表示します。

システム構成
情報の削除履
歴

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

印刷情報の設
定

CSV ファイル出力 (O)...

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式ファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

インベントリビューアの起動
(W)

インベントリ情報を表示，集計できる
インベントリビューアを起動します。

−

(L) ※ 1
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

編集
(E)

表示
(V)

オプ
ショ
ン (O)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

編集 (C)

選択した検索リストを編集します。

ソフトウェア
検索リストの
編

削除 (D)

選択した検索リストを削除します。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

JP1/NETM/DM 未導入ホストの

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示し
ます。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

監視対象の設定
(S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア
稼働監視ポリ
シーの編集

ソフトウェア稼働
情報の参照 (O)... ※

ソフトウェアの抑止履歴および操作履
歴を参照します。

ソフトウェア
稼働情報

検出

(N)... ※ 1

ソフト
ウェア稼
働監視
(W) ※ 1

2

AIM
Limited
の起動
(H)

操作履歴一覧の参
照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア稼働
状況の参照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−

操作履歴集計の参
照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

−

WSUS コンピュー
タグループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成

更新プログラムの
承認設定 (P)...

更新プログラムの承認設定を変更する
画面を表示します。

更新プログラ
ムの承認設定

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示し
ます。

更新プログラ
ムの管理

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM
- View から起動した場合だけ選択でき
ます。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重
ねて表示します。

−

WSUS 連
携 (U)

ウィ
ンド
ウ (W)
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付録 A

メニュー

ヘル
プ (H)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横
に並べて表示します。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整
列します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャでだけ表示されます。
注※ 2
このウィンドウでは常に非活性となっています。

付録 A.7 ［ディレクトリ情報］ウィンドウのメニュー一覧
［ディレクトリ情報］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファ
イル
(F)

新規作成 (N)

閉じる (C)

機能

表示されるダイ
アログボックス

システム構成
(S)

［システム構成］ウィンドウを表示しま
す。

−

あて先 (N)

［あて先］ウィンドウを表示します。

−

パッケージ
(P)

［パッケージ］ウィンドウを表示します。

−

ジョブ定義
(D)

［ジョブ定義］ウィンドウを表示します。

−

ジョブ実行状
況 (J)

［ジョブ実行状況］ウィンドウを表示し
ます。

−

管理情報リス
ト (L)

［管理情報リスト］ウィンドウを表示し
ます。

−

ディレクトリ
情報 (A)

［ディレクトリ情報］ウィンドウを表示
します。

−

［ディレクトリ情報］ウィンドウを閉じ
ます。

−
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

編集
(E)

実行
(A)

機能

表示されるダイ
アログボックス

システム構成情報の引き当て
(M)

システム構成情報が引き当てられていな
いコンピュータに対して，再引き当てを
します。

引き当て対象ホ
スト選択

オフラインマ
シンの管理
(L)

オフラインマ
シン情報取得
媒体作成
(C)...

オフラインマシンのインベントリ情報お
よび稼働情報を取得するための媒体を準
備します。

オフラインマシ
ン情報取得媒体
作成

オフラインマ
シン情報入力
(I)...

オフラインマシンから取得したインベン
トリ情報および稼働情報を入力します。

−

システム構成情報の削除履歴
(D)...

システム構成情報からホストを削除した
履歴を表示します。

システム構成情
報の削除履歴

印刷情報の設定 (U)...

印刷する情報を設定します。

印刷情報の設定

印刷プレビュー (V)...

印刷イメージを表示します。

印刷情報の設定

印刷 (T)...

システム構成の情報を印刷します。

印刷情報の設定

プリンタの設定 (S)...

使用するプリンタを設定します。

−

CSV ファイル出力 (O)

配布管理システムで管理する情報を
CSV 形式のファイルに出力します。

CSV 出力ユ
ティリティ

インベントリビューアの起動
(W)

インベントリ情報を表示，集計できるイ
ンベントリビューアを起動します。

−

終了 (X)

JP1/NETM/DM を終了します。

−

すべて選択 (A)

ウィンドウの右枠に表示されているすべ
ての情報を選択します。

−

選択の切り替え (R)

ウィンドウの右枠の選択状態を逆にしま
す。

−

ジョブの実行 (E)...

ジョブを新規に作成します。

ジョブ定義の新
規作成

集計 (T)

条件の設定か
ら実行 (W)...

インベントリビューアの集計ウィザード
に従って条件を設定したあと，集計を実
行します。インベントリビューアの［対
象選択］ウィンドウには，［システム構
成］ウィンドウでのホストの選択状態が
反映されます。

条件の設定

テンプレート
を指定して実
行 (T)

あらかじめインベントリビューアで作成
しているテンプレートに従って，集計を
実行します。インベントリビューアの
［対象選択］ウィンドウには，［システム
構成］ウィンドウでのホストの選択状態
が反映されます。

ファイル転送
の中断 / 再開
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−

中断させる
(S)

下位システムとのファイル転送を中断し
ます。

ファイル転送の
中断

再開させる
(R)

下位システムとのファイル転送を再開し
ます。

ファイル転送の
再開

付録 A

メニュー

表示
(V)

機能

メニュー一覧

表示されるダイ
アログボックス

一覧 (L)

あて先の一覧を表示します。

−

属性情報 (A)

ホストの属性を表示します。

−

インストール
パッケージ
(P)

インストールパッケージ情報を表示しま
す。

−

システム情報
(S)

システム情報を表示します。

−

ユーザインベ
ントリ (U)

ユーザインベントリ情報を表示します。

−

レジストリ情
報 (R)

レジストリ情報を表示します。

−

ソフトウェア
インベントリ
(F)

ソフトウェアインベントリ情報を表示し
ます。

−

ディレクトリ
情報 (D)

ディレクトリ情報を表示します。

−

表示情報の切替 (R)

表示するタブを切り替えます。

−

表示情報の設定 (F)...

表示する項目を設定します。

表示する項目の
設定

表示情報の絞り込み (E)...

インストールしたパッケージの情報の中
から，必要な情報だけを表示します。

ソフトウェア検
索リストでの絞
り込み

表示する情報
(I)

表示するソフ
トウェア (P)

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録さ
れている情報を表示します。

−

コンピュータに適用されているパッチの
情報を表示します。

−

(P) ※ 1
未適用パッチ
情報 (U) ※ 1

コンピュータに適用されていないパッチ
の情報を表示します。

−

その他のソフ
トウェア (E)

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録さ
れている情報以外で，パッチの情報を除
いたものを表示します。

−

「ファイルを検索」で取得したソフト
ウェア情報の表示・非表示を切り替えま
す。

−

「Microsoft Office 製品を検索」で取得し
たソフトウェア情報の表示・非表示を切
り替えます。

−

アプリケー
ションの追加
/ 削除 (D) ※ 1
パッチ情報

※1

ファイル検索
で取得したソ
フトウェア
(F) ※ 2
Microsoft
Office 製品
(M) ※ 2
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付録 A

メニュー一覧

メニュー

機能

ウィルス対策
製品 (V) ※ 2

オプ
ショ
ン (O)

「ウィルス対策製品を検索」で取得した
ソフトウェア情報の表示・非表示を切り
替えます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替え
ます。

−

名前順 (N)

情報を名前順に表示します。

−

ID 順 (D)

情報を ID 順に表示します。

−

日付順 (J)

情報を日付順に表示します。

−

フォント (Q)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

ジョブ (J)...

ジョブの実行状況の監視時間を設定しま
す。

ジョブの環境設
定

整列パターン (R)...

ウィンドウのレイアウトを設定します。

整列パターン

JP1/NETM/DM 未導入ホスト
の検出 (N)...

JP1/NETM/DM がインストールされて
いないホストを検出する画面を表示しま
す。

JP1/NETM/
DM 未導入ホス
ト検出

ユーザインベントリの編集
(Y)...

ユーザインベントリ項目を編集する画面
を表示します。

ユーザインベン
トリ項目作成

レジストリ取得項目の編集
(S)...

レジストリ取得項目を編集します。

レジストリ取得
項目作成

ソフトウェアインベントリ辞書
の編集 (D)...

ソフトウェアインベントリ辞書を編集し
ます。

ソフトウェアイ
ンベントリ辞書
編集

ソフトウェア
稼働監視 (W)

監視対象の設
定 (S)...

ソフトウェア稼働監視ポリシーを作成，
変更，削除します。

ソフトウェア稼
働監視ポリシー
の編集

ソフトウェア
稼働情報の参
照 (O)...

ソフトウェアの抑止履歴および操作履歴
を参照します。

ソフトウェア稼
働情報

AIM Limited
の起動 (H)
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表示されるダイ
アログボックス

操作履歴一覧
の参照 (V)

［操作ログ一覧］ウィンドウを表示しま
す。

−

ソフトウェア
稼働状況の参
照 (T)

［ソフトウェア稼働状況］ウィンドウを
表示します。

−

操作履歴集計
の参照 (S)

［操作ログ集計］ウィンドウを表示しま
す。

−

リモートコントロールマネー
ジャの起動 (E)...

リモートコントロールマネージャを起動
します。

−

ツールの起動
(T)

リモートインストールマネージャから起
動するツールを登録します。

ツールの登録

ツールの登録
(R)...

付録 A

メニュー

ヘル
プ (H)

表示されるダイ
アログボックス

ツール名※ 3

登録したツールを起動します。

−

WSUS コン
ピュータグ
ループの作成
(G)...

WSUS コンピュータグループを作成す
る画面を表示します。

WSUS コン
ピュータグルー
プの作成

更新プログラ
ムの承認設定
(P)...

更新プログラムの承認設定を変更する画
面を表示します。

更新プログラム
の承認設定

更新プログラムの管理 (P)...

パッチを取得・管理する画面を表示しま
す。

更新プログラム
の管理

管理ノードライセンス (L)...

バンドル版の JP1/NETM/DM Client の
ライセンスを確認するダイアログボック
スを表示します。

管理ノードライ
センス

接続先の設定 (C)...

接続するホストを変更します。JP1/IM View から起動した場合だけ選択できま
す。

JP1/NETM/
DM 接続先の設
定

重ねて表示 (C)

開かれているすべてのウィンドウを重ね
て表示します。

−

並べて表示 (T)

開かれているすべてのウィンドウを横に
並べて表示します。

−

最新情報の表示 (N)

ウィンドウの情報を最新にします。

−

ウィンドウの整列 (R)

設定したレイアウトでウィンドウを整列
します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整列
します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

WSUS 連携
(U)

ウィ
ンド
ウ
(W)

機能

メニュー一覧

（凡例） −：表示されない
注※ 1
［インストールパッケージ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 2
［ソフトウェアインベントリ］タブを選択している場合に表示されます。
注※ 3
登録したツール名が表示されます。ツールは最大 10 個表示されます。
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付録 A

メニュー一覧

付録 A.8 ［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィンドウのメ
ニュー一覧
［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

ファイルの復元 (U)...

アーカイブ，または圧縮されたファイ
ルを復元します。

復元

JP1/NETM/DM アンアーカイバ
の終了 (X)

アンアーカイバを終了します。

−

ディス
ク (D)

ドライブの変更 (C)...

復元するファイルがほかのドライブに
ある場合，ドライブを変更します。

ドライブの選
択

表示
(V)

ファイルの種類の指定 (K)...

特定の拡張子のファイルだけを表示し
ます。

表示するファ
イルの種類の
指定

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報（DMUNARC）
(A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

ファイ
ル (F)

ヘルプ
(H)

（凡例） −：表示されない

付録 A.9 ［JP1/NETM/DM インベントリビューア］ウィンド
ウのメニュー一覧
［JP1/NETM/DM インベントリビューア］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。

（1） 表示のとき
メニュー

ファイ
ル (F)
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機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

テンプレートへの保存 (M)...

現在の表示条件をテンプレートに保存
します。

−

CSV ファイルへ保存 (S)...

表示しているすべてのインベントリ情
報と列名を CSV 形式ファイルに保存し
ます。

CSV ファイル
へ保存

付録 A

メニュー

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

印刷 (P)...

表示しているすべてのインベントリ情
報と列名を印刷します。

−

印刷プレビュー (V)

印刷イメージを表示します。

−

ヘッダ／フッタの設定 (R)...

印刷時のヘッダおよびフッタを設定し
ます。

ヘッダ／フッ
タの設定

アプリケーションの終了 (X)

インベントリビューアを終了します。

−

編集
(E)

コピー (C)

選択した範囲を，CSV 形式でクリップ
ボードにコピーします。

−

表示
(V)

対象選択ウィンドウの表示 (V)

表示または集計の対象となるホストを
選択するための，対象選択ウィンドウ
を表示します。

−

テンプレート管理ウィンドウの表
示 (I)

テンプレートを管理するウィンドウを
表示します。

−

対象表示列の非表示 (H)

選択した列を非表示にします。

−

同一データ行の非表示 (S)

選択したデータを持つすべての行を非
表示にします。

−

昇順ソート (A)

選択した列をキーにして，ASCII コー
ドの昇順に並べ替えます。連続した最
大 3 個の列をキーにすることができ，
左から順に優先キーとなります。

−

降順ソート (D)

選択した列をキーにして，ASCII コー
ドの降順に並べ替えます。連続した最
大 3 個の列をキーにすることができ，
左から順に優先キーとなります。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示・非表示を切り替え
ます。

−

ステータスバー (B)

ステータスバーの表示・非表示を切り
替えます。

−

最新の情報に更新 (R)

指定したホスト群を対象に，現在の表
示条件で表示を実行します。

−

集計の実行 (O)...

集計ウィザードで設定した条件に従っ
て，集計を実行します。

条件の設定

表示の実行 (T)...

表示ウィザードで設定した条件に従っ
て，インベントリ情報を表示します。

条件の設定

テンプレートで実行 (S)

テンプレートに保存されている条件に
従って，表示または集計を実行します。

−

ツール
(T)

リモートコントロールマネージャ
の起動 (R)...

リモートコントロールマネージャを起
動し，選択したホストに接続します。

ホストの選択

ヘルプ
(H)

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

実行
(X)
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メニュー一覧

メニュー

バージョン情報 (A)...

機能

インベントリビューアのバージョン情
報を表示します。

表示されるダ
イアログボッ
クス
−

（凡例） −：表示されない

（2） 集計のとき
メニューバー

ファイ
ル (F)

閉じる (C)

表示
(V)
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表示されるダ
イアログボッ
クス

集計結果を表示するウィンドウを閉じ
ます。

−

集計結果を CSV
ファイルへ保存
(C)...

集計画面に表示しているすべてのイン
ベントリ情報と列名を CSV 形式ファイ
ルに保存します。

CSV ファイル
へ保存

詳細表示を CSV
ファイルへ保存
(D)...

詳細画面に表示しているすべてのイン
ベントリ情報と列名を CSV 形式ファイ
ルに保存します。

CSV ファイル
へ保存

印刷 (P)...

集計画面に表示しているすべての情報
と列名を印刷します。

−

印刷プレビュー (V)

印刷イメージを表示します。

−

ヘッダ／フッタの設定 (R)...

印刷時のヘッダおよびフッタを設定し
ます。

ヘッダ／フッ
タの設定

アプリケーションの終了 (X)

インベントリビューアを終了します。

−

コピー (C)

詳細画面の選択した範囲を，CSV 形式
でクリップボードにコピーします。グ
ラフが表示されているときは，グラフ
をコピーします。

−

すべて選択 (A)

選択されている画面のすべての情報を
選択します。

−

選択の切り替え (I)

選択されている画面の選択状態を逆に
します。

−

対象選択ウィンドウの表示 (V)

表示または集計の対象となるホストを
選択するための，対象選択ウィンドウ
を表示します。

−

テンプレート管理ウィンドウの表
示 (I)

テンプレートを管理するウィンドウを
表示します。

−

対象表示列の非表示 (H)

詳細画面で，選択した列を非表示にし
ます。

−

同一データ行の非表示 (S)

詳細画面で，選択したデータを持つす
べての行を非表示にします。

−

CSV ファ
イルへ保
存 (S)...

編集
(E)

機能

付録 A

メニューバー

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

同一ホストの非表示 (O)

詳細画面に同じホストが複数行あった
場合，重複しないように，1 行だけ表
示します。

−

0 台の表示抑止 (C)...

集計の結果が 0 台の集計区分を表示し
ません。グラフ表示にも適用されます。

−

昇順ソート (A)

詳細画面で，選択した列をキーにして，
ASCII コードの昇順に並べ替えます。
連続した最大 3 個の列をキーにするこ
とができ，左から順に優先キーとなり
ます。

−

降順ソート (D)

詳細画面で，選択した列をキーにして，
ASCII コードの降順に並べ替えます。
連続した最大 3 個の列をキーにするこ
とができ，左から順に優先キーとなり
ます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示・非表示を切り替え
ます。

−

ステータスバー (B)

ステータスバーの表示・非表示を切り
替えます。

−

3D 縦棒グラフ (V)

グラフの種類を 3 次元の縦棒グラフに
します。

−

3D 円グラフ (P)

グラフの種類を 3 次元の円グラフにし
ます。

−

フォント (F)...

グラフに表示されるラベルのフォント
を変更します。

フォント

集計の実行 (O)...

集計ウィザードで設定した条件に従っ
て，集計を実行します。

−

表示の実行 (T)...

表示ウィザードで設定した条件に従っ
て，インベントリ情報を表示します。

−

集計結果からあて先グループを作
成 (G)...

特定の集計区分に属するホストで，あ
て先グループを作成します。

集計結果から
あて先グルー
プを作成

テンプレートで実行 (S)

テンプレートに保存されている条件に
従って，表示または集計を実行します。

−

ツール
(T)

リモートコントロールマネージャ
の起動 (R)...

リモートコントロールマネージャを起
動し，選択したホストに接続します。

ホストの選択

ヘルプ
(H)

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

インベントリビューアのバージョン情
報を表示します。

−

グラフ
(G)

実行
(X)

（凡例） −：表示されない

763

付録 A

メニュー一覧

（3） テンプレート編集のとき
メニュー

ファイ
ル (F)

編集
(E)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

新規フォルダの作成 (F)

指定した階層下に，新しいフォルダを
作成します。

−

開く (O)

テンプレートを開き，編集可能にしま
す。

−

削除 (D)

フォルダおよびテンプレートを削除し
ます。

−

名前の変更 (M)

フォルダまたはテンプレートの名前を
変更します。

−

テンプレート管理ウィンドウの終
了 (X)

テンプレートを管理するウィンドウを
終了します。

−

切り取り (T)

フォルダおよびテンプレートを切り取
り，クリップボードにコピーします。

−

コピー (C)

フォルダおよびテンプレートをクリッ
プボードにコピーします。

−

貼り付け (V)

クリップボードにコピーされている
フォルダおよびテンプレートを，指定
したフォルダ下に貼り付けます。

−

（凡例） −：表示されない

付録 A.10 ［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウのメ
ニュー一覧
［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウに表示される，3 種類のウィンドウのメ
ニュー一覧を次に示します。

（1）［パッケージ］ウィンドウ
メニュー

ファイ
ル (F)

プロパティ (R)

機能

選択したキャビネットまたはパッケー
ジのプロパティを表示します。

表示されるダ
イアログボッ
クス

XXX のプロパ
ティ（XXX は
キャビネット
名またはパッ
ケージ名）

終了 (X)

パッケージャを終了します。

−

編集
(E)

削除 (D)

選択したパッケージをキャビネットか
ら削除します。

−

表示
(V)

表示する
情報 (I)

キャビネットまたはパッケージの一覧
を表示します。

−
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キャビネット / パッ
ケージ (C)

付録 A

メニュー

パッケージ情報 (P)

機能

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

キャビネットまたはパッケージの属性
情報を表示します。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前順 (N)

名前順で，キャビネット / パッケージ
欄をソートします。

−

識別 ID 順 (Z)

パッケージ識別 ID 順で，キャビネット
/ パッケージ欄をソートします。

−

バージョン順 (V)

バージョン順で，キャビネット / パッ
ケージ欄をソートします。

−

世代番号順 (G)

世代番号順で，キャビネット / パッ
ケージ欄をソートします。

−

日付順 (D)

日付順で，キャビネット / パッケージ
欄をソートします。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

オプ
ション
(O)

デフォルト値のカスタマイズ
(C)...

パッケージング処理の環境や，［JP1/
NETM/DM パッケージング］ダイアロ
グボックスのデフォルト値を設定しま
す。

デフォルト値
のカスタマイ
ズ

ウィン
ドウ
(W)

重ねて表示 (C)

子ウィンドウを重ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

子ウィンドウを並べて表示します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

ファイル一覧ウィンドウ (F)

新しい［ファイル一覧］ウィンドウを
表示します。

−

最新状態の表示 (G)

ウィンドウを最新の状態で表示します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

ヘルプ
(H)

（凡例） −：表示されない
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付録 A

メニュー一覧

（2）［ファイル］ウィンドウ
メニュー

機能

表示されるダイ
アログボックス

ファ
イル
(F)

終了 (X)

パッケージャを終了します。

−

ディ
スク
(D)

ドライブの選択 (S)

パッケージングするファイルのドライ
ブを表示します。

−

実行
(R)

パッケージング (P)...

ソフトウェアをパッケージングしま
す。

JP1/NETM/
DM パッケージ
ング，または日
立統合
CD-ROM の
パッケージ

表示
(V)

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前順 (N)

名前順で，表示するファイルをソート
します。

−

容量順 (Z)

容量順で，表示するファイルをソート
します。

−

日付順 (D)

日付順で，表示するファイルをソート
します。

−

条件の設定 (C)...

[ 条件の設定 ] ダイアログボックスを表
示します。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

オプ
ショ
ン (O)

デフォルト値のカスタマイズ
(C)...

パッケージング処理の環境や，
［JP1/
NETM/DM パッケージング］ダイアロ
グボックスのデフォルト値を設定しま
す。

デフォルト値の
カスタマイズ

ウィ
ンド
ウ (W)

重ねて表示 (C)

子ウィンドウを重ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

子ウィンドウを並べて表示します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

ファイル一覧ウィンドウ (F)

新しい［ファイル一覧］ウィンドウを
表示します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプ
を表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を
表示します。

−

ヘル
プ (H)
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メニュー一覧

（凡例） −：表示されない

（3）［パッケージ実行状況］ウィンドウ
メニュー

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

ファイ
ル (F)

終了 (X)

パッケージャを終了します。

−

表示
(V)

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

オプ
ション
(O)

デフォルト値のカスタマイズ
(C)...

パッケージング処理の環境や，
［JP1/
NETM/DM パッケージング］ダイアロ
グボックスのデフォルト値を設定しま
す。

デフォルト値
のカスタマイ
ズ

ウィン
ドウ
(W)

重ねて表示 (C)

子ウィンドウを重ねて表示します。

−

並べて表示 (T)

子ウィンドウを並べて表示します。

−

アイコンの整列 (A)

最小化したウィンドウのアイコンを整
列します。

−

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

ヘルプ
(H)

（凡例） −：表示されない

付録 A.11 ［Package Setup Manager］ウィンドウのメニュー
一覧
［Package Setup Manager］ウィンドウで切り替えて表示できる，2 種類のウィンドウの
メニュー一覧を次に示します。

（1）［パッケージ］ウィンドウ
メニュー

ファイ
ル (F)

終了 (X)

機能

パッケージセットアップマネージャを
終了します。

表示されるダ
イアログボッ
クス
−
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メニュー一覧

メニュー

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

パッケージの削除 (D)

選択したパッケージを一覧から削除し
ます。まだインストールしていない
パッケージを削除すると，インストー
ルを拒否したことになります。

−

インストール先の変更 (I)...

選択したパッケージのインストール先
ディレクトリを変更します。

インストール
先の変更

実行
(X)

インストール (I)

選択したパッケージをインストールし
ます。

インストール
方法の指定

設定
(C)

起動時に上位システムから情報を
取得する (G)

パッケージセットアップマネージャの
起動のタイミングで，上位システムか
ら情報を取得します。

−

表示
(V)

詳細情報の表示 (D)...

選択したパッケージの詳細情報を表示
します。

パッケージの
詳細

最新の情報に更新 (R)

インストールを許可されたパッケージ
の情報を最新の情報に切り替えます。

−

標準のボタン (S)

ツールバーのボタンを標準のサイズに
します。

−

大きいボタン (L)

ツールバーのボタンを大きなサイズに
します。

−

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

バージョン (V)

このメニューをチェックするとバー
ジョンの列を表示します。

−

サイズ (S)

このメニューをチェックするとサイズ
の列を表示します。

−

作成日付 (D)

このメニューをチェックすると作成日
付の列を表示します。

−

未インストール優
先の名前順 (A)

未インストール状態のパッケージを先
に表示します。

−

名前順 (B)

パッケージの状態に関係なく，名前順
に表示します。

−

バージョン順 (V)

パッケージをバージョン順に表示しま
す。

−

サイズ順 (Z)

パッケージをサイズ順に表示します。

−

作成日付順 (M)

パッケージを作成日付順に表示します。

−

編集
(E)

ツール
バー (T)

ステータスバー (S)
表示列
(C)

パッケー
ジの名前
順 (N)

インストールソフトウェアの表示
(O)

ヘルプ
(H)
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［インストールソフトウェア］ウィンド
ウを表示します。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

付録 A

メニュー

バージョン情報 (A)...

機能

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス
−

（凡例） −：表示されない

（2）［インストールソフトウェア］ウィンドウ
メニュー

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

ファイ
ル (F)

終了 (X)

パッケージセットアップマネージャを
終了します。

−

編集
(E)

インストールソフトウェア情報の
削除 (D)

選択したソフトウェアを一覧から削除
します。

−

実行
(X)

ソフトウェア情報収集 (S)

クライアントの PC でローカルにイン
ストールしたソフトウェアの情報を一
覧に追加します。

−

ソフトウェア情報通知（T）

ソフトウェア情報を上位システムへ通
知します。

−

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録
されている情報を表示します。

−

パッチ情報 (P)

コンピュータに適用されているパッチ
の情報を表示します。

−

その他のソフト
ウェア (E)

［アプリケーションの追加と削除］また
は［プログラムの追加と削除］に記録
されている情報以外で，パッチの情報
を除いたものを表示します。

−

最新の状態に更新 (R)

クライアントの PC にインストールさ
れたソフトウェアの情報を最新の情報
に切り替えます。

−

表示列
(C)

パッケージ識別
ID(I)

このメニューをチェックするとパッ
ケージ識別 ID の列を表示します。

−

バージョン (V)

このメニューをチェックするとバー
ジョンの列を表示します。

−

世代番号 (G)

このメニューをチェックすると世代番
号の列を表示します。

−

インストール日時
(T)

このメニューをチェックするとインス
トール日時の列を表示します。

−

インストール先 (D)

このメニューをチェックするとインス
トール先の列を表示します。

−

表示
(V)

表示する
ソフト
ウェア
(D)

アプリケーション
の追加 / 削除 (D)
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メニュー一覧

メニュー

ツール
バー (T)

表示されるダ
イアログボッ
クス

標準のボタン (S)

ツールバーのボタンを標準のサイズに
します。

−

大きいボタン (L)

ツールバーのボタンを大きなサイズに
します。

−

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

ステータスバー (S)
パッケージの表示 (P)

ヘルプ
(H)

機能

［パッケージ］ウィンドウを表示しま
す。

−

フォント (F)...

ウィンドウのフォントを変更します。

フォント

目次 (C)

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−

バージョン情報 (A)...

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない

付録 A.12 ［ローカルシステムビューア］ウィンドウのメ
ニュー一覧
［ローカルシステムビューア］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファイ
ル (F)

機能

表示されるダ
イアログボッ
クス

表示内容をファイルに出力 (O)...

表示しているパネルの情報を，CSV 形
式のファイルに出力します。
［システム
監視の状態］パネルでは，選択できま
せん。

名前を付けて
保存

印刷プレビュー (V)

印刷イメージを表示します。※ 1

−

印刷 (P)...

表示しているパネルの情報を印刷しま

−

す。※ 1
終了 (X)
編集
(E)
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ローカルシステムビューアを終了しま
す。

−

アラート履歴の設定 (H)...

［アラート履歴］パネルに表示されるア
ラート履歴の保存件数を設定します。
［アラート履歴］パネルの表示時だけ選
択できます。

アラート履歴
の設定

アラート履歴のクリア (C)

［アラート履歴］パネルに表示されたア
ラート履歴を消去します。［アラート履
歴］パネルの表示時だけ選択できます。

−

付録 A

メニュー

表示
(V)

表示する
情報 (I)

［システム監視の状態］パネルを表示し
ます。

−

アラート履歴 (A)

［アラート履歴］パネルを表示します。

−

システム情報 (S)

［システム情報］パネルを表示します。

−

インストールソフ
トウェア (I)

［インストールソフトウェア］パネルを
表示します。

−

［ローカルシステムビューア］ウィンド
ウに表示するパネルを，タブの表示順
に切り替えます。

−

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

ステータスバー (S)

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

名前順 (N)

インストールされたソフトウェアを名
前順に表示します。
［インストールソフ
トウェア］パネルの表示時だけ選択で
きます。

−

バージョン順 (V)

インストールされたソフトウェアを
バージョン順に表示します。
［インス
トールソフトウェア］パネルの表示時
だけ選択できます。

−

日時順 (D)

通知されたアラートメッセージを日時
順に表示します。［アラート履歴］パネ
ルの表示時だけ選択できます。

−

メッセージ順 (M)

通知されたアラートメッセージをメッ
セージ順に表示します。［アラート履
歴］パネルの表示時だけ選択できます。

−

コード順 (C)

通知されたアラートメッセージをア
ラートコード順に表示します。［アラー
ト履歴］パネルの表示時だけ選択でき
ます。

−

最新の情報に更新 (R)

表示しているパネルの情報を更新しま
す。

−

システム監視の条件設定 (C)...

システム監視とアラート通知の条件を
設定するための，［システム監視の条件
設定］ウィンドウを表示します。

−

システム監視の開始 (S)

システム監視機能を開始します。

−

システム監視の停止 (T)

システム監視機能を停止します。

−

システム監視アイコンの表示 (I)
ヘルプ
(H)

表示されるダ
イアログボッ
クス

システム監視の状
態 (M)

表示する情報の切替 (W)

ツール
(T) ※ 2

機能

メニュー一覧

目次 (C)

［システム監視］アイコンの表示・非表
示を切り替えます。

−

JP1/NETM/DM のオンラインヘルプを
表示します。

−
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メニュー

バージョン情報 (A)

機能

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

表示されるダ
イアログボッ
クス
−

（凡例） −：表示されない
注※ 1
［システム監視の状態］パネルの場合，印刷できるのはテキストだけです。グラフィックは印刷
できません。
注※ 2
Administrator 権限を持たないユーザ（一般ユーザ）としてログオンしている場合，［ツール］
メニューは非活性となり選択できません。

付録 A.13 ［システム監視の条件設定］ウィンドウのメ
ニュー一覧
［システム監視の条件設定］ウィンドウのメニュー一覧を次に示します。
メニュー

ファイ
ル (F)

表示
(V)
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表示されるダ
イアログボッ
クス

設定の読み込み (R)...

システム監視条件をファイルから読み
込みます。

ファイルを開
く

設定の保存 (S)...

システム監視条件をファイルに保存し
ます。

名前を付けて
保存

終了 (X)
編集
(E)

機能

［システム監視の条件設定］ウィンドウ
を閉じます。

−

元に戻す (U)

一回前の動作を取り消して，元に戻し
ます。

−

設定の再読み込み (R)

最後に保存されたシステム監視条件に
戻します。

−

設定の更新 (S)

システム監視条件を，
［システム監視の
条件設定］ウィンドウで設定した内容
に更新します。このメニューを選択後，
設定したシステム監視条件が有効にな
ります。

−

設定の初期化 (I)

システム監視条件をインストール直後
のデフォルト値に戻します。

−

プロパティ (P)...

選択した監視項目のプロパティを表示
します。表示されたダイアログボック
スで，詳細な監視条件が設定できます。

プロパティ

ツールバー (T)

ツールバーの表示の有無を切り替えま
す。

−

付録 A

メニュー

機能

ステータスバー (S)

メニュー一覧

表示されるダ
イアログボッ
クス

ステータスバーの表示の有無を切り替
えます。

−

［ローカルシステムビューア］ウィンド
ウを表示します。

−

ツール
(T)

ローカルシステムビューアの起動
(L)

ヘルプ
(H)

目次 (C)

オンラインヘルプを表示します。

−

バージョン情報 (A)

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない

付録 A.14 ［システム監視］アイコンのメニュー一覧
［システム監視］アイコンを右クリックすると表示されるメニューの一覧を次に示しま
す。
メニュー

機能

表示されるダイアログ
ボックス

ローカルシステムビューア

［ローカルシステムビューア］ウィンド
ウを表示します。

−

システム監視の条件設定 ...

システム監視とアラート通知の条件を
設定するための，
［システム監視の条件
設定］ウィンドウを表示します。

−

システム監視の開始

システム監視機能を開始します。

−

システム監視の停止

システム監視機能を停止します。

−

アイコンの非表示
バージョン情報

［システム監視］アイコンを非表示にし
ます。

−

JP1/NETM/DM のバージョン情報を表
示します。

−

（凡例） −：表示されない
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付録 B

アイコン一覧

JP1/NETM/DM で表示される各ウィンドウのアイコン一覧を次に示します。

付録 B.1 ［システム構成］ウィンドウのアイコン
システムを構成するホストの種類には，マネージャ，中継マネージャ，中継システム，
およびクライアントがあり，それぞれ表示されるアイコンが異なります。ホストの階層
の最上位には，マネージャのアイコンが表示されます。
なお，オフラインフォルダは中継システムと，オフラインマシンはクライアントと同じ
アイコンで表示されます。
［システム構成］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
：マネージャ
：中継マネージャ
：中継システムまたはオフラインフォルダ
：クライアントまたはオフラインマシン
また，［ソフトウェアインベントリ］パネルには，
「ファイルを検索」，
「Microsoft Office
製品を検索」，または「ウィルス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報が表示さ
れます。これらのソフトウェア情報を区別しやすいように，「ソフトウェア名称」欄の左
端には，次のアイコンが表示されます。
：
「ファイルを検索」で取得したソフトウェア情報
：
「Microsoft Office 製品を検索」で取得したソフトウェア情報
：
「ウィルス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報

付録 B.2 ［あて先］ウィンドウのアイコン
あて先には，グループとホストがあります。ホストは，グループの下に設定します。
［あて先］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
：マネージャ
：中継マネージャ
：中継システムまたはオフラインフォルダ
：クライアントまたはオフラインマシン
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：あて先グループ
：ID
また，［ソフトウェアインベントリ］パネルには，「ファイルを検索」
，「Microsoft Office
製品を検索」，または「ウィルス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報が表示さ
れます。これらのソフトウェア情報を区別しやすいように，
「ソフトウェア名称」欄の左
端には，次のアイコンが表示されます。
：「ファイルを検索」で取得したソフトウェア情報
：「Microsoft Office 製品を検索」で取得したソフトウェア情報
：「ウィルス対策製品を検索」で取得したソフトウェア情報

付録 B.3 ［パッケージ］ウィンドウのアイコン
［パッケージ］ウィンドウでは，配布管理システム，キャビネットおよびパッケージをア
イコンで表示します。
［パッケージ］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
：配布管理システムのホスト
：キャビネット（PC 用）
：キャビネット（WS 用）
：通常のパッケージ（正常にパッケージングされたもの）
：通常のパッケージ（パッケージング中，またはパッケージングに失敗したもの）
：差分パッケージ（正常にパッケージングされたもの）※
：差分パッケージ（パッケージング中，またはパッケージングに失敗したもの）※
注※
JP1 Version 7i より前の JP1/NETM/DM で差分パッケージを作成した場合に表示さ
れます。ただし，JP1 Version 8 以降では，差分パッケージはリモートインストール
できません。

付録 B.4 ［ジョブ定義］ウィンドウのアイコン
保存したジョブは，
［ジョブ定義］ウィンドウにアイコンで表示されます。
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［ジョブ定義］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
：フォルダ
：ジョブ

付録 B.5 ［ジョブ実行状況］ウィンドウのアイコン
ジョブの実行状況は，アイコンで表示されます。アイコンは，ジョブの種別や実行状況
によって異なります。
［ジョブ実行状況］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
なお，「中断中でも配布する」指定のジョブは，アイコンの矢印が緑色になります。
：配布管理システムのホスト
：ジョブの対象となるホスト
：フォルダ
：ID ジョブ
：全あて先ジョブ
：ジョブの状態（実行待ち）
：ジョブの状態（実行中または実行完了）
：ジョブの状態（実行期限切れ）
：ジョブ種別（パッケージのインストール）
：ジョブ種別（中継システムまでのパッケージ転送）
：ジョブ種別（中継システムのパッケージ一括削除）
：ジョブ種別（クライアントユーザによるインストール）
：ジョブ種別（リモートコレクト）
：ジョブ種別（中継までのリモートコレクト）
：ジョブ種別（中継サーバからのコレクトファイル収集）
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：ジョブ種別（中継サーバのコレクトファイル削除）
：ジョブ種別（レジストリ取得項目の転送）
：ジョブ種別（システム情報の取得）
：ジョブ種別（ソフトウェア情報の取得）
：ジョブ種別（ユーザインベントリ情報の転送）
：ジョブ種別（ユーザインベントリ情報の取得）
：ジョブ種別（システム構成情報の取得）
：ジョブ種別（中継サーバからの結果通知保留）
：ジョブ種別（中継サーバの結果通知の保留解除）
：ジョブ種別（メッセージの通知）
：ジョブ種別（ソフトウェア稼働監視の制御）
：ジョブ種別（ソフトウェア稼働情報の取得）

付録 B.6 ［ディレクトリ情報］ウィンドウのアイコン
［ディレクトリ情報］ウィンドウでは，Active Directory で管理しているドメイン，組織
単位（OU）
，コンピュータをアイコンで表示します。
［ディレクトリ情報］ウィンドウに表示されるアイコンを次に示します。
：マネージャ
：ドメイン
：組織単位（OU）
：コンピュータ（システム構成情報と引き当てられているもの）
：コンピュータ（システム構成情報と引き当てられていないもの）

付録 B.7 ［JP1/NETM/DM インベントリビューア］ウィンド
ウのアイコン
インベントリ情報の表示や集計の対象となるホストを選択するウィンドウでは，次のア
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イコンが表示されます。
：中継マネージャ
：中継システムまたはオフラインフォルダ
：クライアントまたはオフラインマシン
：あて先グループ
また，テンプレート編集時，テンプレート管理ウィンドウには次のアイコンが表示され
ます。
：表示条件を保存したテンプレート（青色）
：集計条件を保存したテンプレート（緑色）

付録 B.8 ［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウのアイ
コン
［JP1/NETM/DM パッケージャ］ウィンドウ内の［パッケージ］ウィンドウでは，配布
管理システムのホスト，キャビネット，およびパッケージをアイコンで表示します。表
示されるアイコンは，リモートインストールマネージャの［パッケージ］ウィンドウと
同様です。詳細は，「付録 B.3 ［パッケージ］ウィンドウのアイコン」を参照してくださ
い。

付録 B.9 ［Package Setup Manager］ウィンドウのアイコン
［Package Setup Manager］ウィンドウでは，パッケージの状態およびパッケージ種別を
アイコンで示します。

（1）［パッケージ］ウィンドウ
パッケージの状態によって，次に示すアイコンが表示されます。
：配布管理システムからインストールを許可されたパッケージ（通常のパッケージ）
：配布管理システムからインストールを許可されたパッケージ（差分パッケージ）※
：クライアントで正常にインストールを終えたパッケージ
：クライアントでのインストールに失敗したパッケージ
：再起動待ちの差分パッケージ※
注※
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JP1 Version 7i 以前の配布管理システムからリモートインストールされた場合に表示
されます。JP1 Version 8 では，差分パッケージはリモートインストールできませ
ん。

（2）［インストールソフトウェア］ウィンドウ
パッケージ種別によって，次に示すアイコンが表示されます。
：日立プログラムプロダクト
：他社ソフトウェア
：ユーザプログラムまたはユーザデータ
：差分パッケージ
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付録 C

リモートインストールマネージャからのツー
ルの起動

任意のツールを登録して，リモートインストールマネージャから起動することができま
す。ツールの起動時には，リモートインストールマネージャで選択したホストのシステ
ム構成情報を，ツールの引数として利用できます。
例えば，IP アドレスで指定したホストの接続状態を確認するツールを登録した場合，リ
モートインストールマネージャで選択したホストの IP アドレスをツールの引数として自
動的に取り込めるので，ツールを起動したあとで IP アドレスを指定する手間が省けま
す。
登録したツールは，［ツールの起動］メニューから起動できます。
［ツールの起動］メ
ニューを表示できるのは，リモートインストールマネージャの次の画面からです。
•［システム構成］ウィンドウ
•［あて先］ウィンドウ
•［ディレクトリ情報］ウィンドウ
•［検索］ダイアログボックス
リモートインストールマネージャでのツールの登録方法，起動方法，および運用例につ
いて説明します。

付録 C.1

メニューにツールを登録する

リモートインストールマネージャのメニューからツールを起動するには，［ツールの登
録］ダイアログボックスでツールを登録する必要があります。また，［ツールの登録］ダ
イアログボックスでは，ツールの登録内容を変更したり，登録したツールをメニューか
ら削除したりもできます。

（1） 登録の手順
［ツールの起動］メニューにツールを登録する手順を次に示します。
1. ［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウの［オプション］
メニューから，［ツールの起動］−［ツールの登録］を選択する。
［ツールの登録］ダイアログボックスが表示されます。
なお，［ツールの登録］ダイアログボックスは，次の方法で表示することもできます。
•［システム構成］
，［あて先］または［ディレクトリ情報］ウィンドウに表示されて
いるホストを右クリックして，［ツールの起動］−［ツールの登録］を選択する。
•［検索］ダイアログボックスに表示されているホストを右クリックして，
［ツールの
起動］−［ツールの登録］を選択する。
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図 C-1 ［ツールの登録］ダイアログボックス

2. 各項目を指定する。
各項目について説明します。
メニュー名（必ず指定）
［ツールの起動］メニューに表示されるメニュー名を，半角で 255 文字（全角で
127 文字）以内で指定します。同じメニュー名を複数登録することはできませ
ん。
登録するメニュー名にショートカットキーを指定する場合は，「メニュー名
「(&X)」はすべて半角で指定してください。
「X」に
(&X)」の形式で指定します。
指定した文字のキーが，ショートカットキーになります。例えば，「接続確認
ツール」というメニューに［R］キーをショートカットキーとして登録する場合
は，「接続確認ツール (&R)」と指定します。
ツールのパス名（必ず指定）
登録するツールのフルパスを，半角で 260 文字（全角で 130 文字）以内で指定
します。［参照］ボタンをクリックして表示されるダイアログから，選択した
ツールのフルパスを指定できます。また，「ツールのパス名」には，ネットワー
ク上のホストや，表 C-1 に示す予約語も指定できます。
「ツールのパス名」には，EXE ファイル，BAT ファイル，CMD ファイルなどの
実行ファイルを指定してください。TXT ファイルなどを指定しても起動できませ
ん。また，存在しないファイル名またはアクセスできないファイル名を指定した
場合，ツールの起動時にエラーとなります。
引数
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ツールの起動時に引数として渡す値を，半角で 260 文字（全角で 130 文字）以
内で指定します。リモートインストールマネージャで選択したホストのシステム
構成情報を引数として渡すには，予約語を指定します。予約語の指定方法につい
ては，
「(2) 予約語の指定方法」を参照してください。
3. ［登録］ボタンをクリックする。
指定した内容が「メニューの一覧」に追加されます。ツールは 10 個まで登録できま
す。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
［ツールの登録］ダイアログボックスが閉じ，
「メニューの一覧」に表示されている
ツールが［ツールの起動］メニューに登録されます。なお，［キャンセル］ボタンを
クリックした場合，ツールは登録されません。

（2） 予約語の指定方法
予約語は，次の方法で指定できます。
•［引数］ボタンをクリックして表示されるメニューからシステム構成情報を選択する。
• テキストボックスに直接入力する。
引数として渡せるシステム構成情報と，対応する予約語を次の表に示します。
表 C-1 システム構成情報と対応する予約語
システム構成情報

予約語
$(KEY)

運用キー

ツールに渡す形式
ホスト名運用の場合
ホスト名
IP アドレス運用の場合

XXX.XXX.XXX.XXX
ホスト名

$(NAME)

ホスト名

IP アドレス

$(ADDRESS)

XXX.XXX.XXX.XXX

ホスト識別子

$(HOSTID)

# ホスト識別子

MAC アドレス

$(MACADDRESS)

MAC アドレス

経路

$(ROUTE)

¥ 経路 ※ 1

ホスト種別

$(TYPE)

マネージャおよび中継マネージャの場合
MANAGER
中継システムの場合
MASTER
クライアントの場合
CLIENT

更新日時

$(UPDATE)

YYYYMMDD.hhmmss

作成日時※ 2

$(CRTDATE)

YYYYMMDD.hhmmss

コメント

$(COMMENT)

コメント

注※ 1
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経路の区切りが「¥」になります。なお，ルート直下のホストの場合，「¥」だけがツールに渡され
ます。
注※ 2

JP1/NETM/DM Manager でだけ指定できます。

注意事項
• 直接予約語を入力する場合は，必ず半角大文字で指定してください。例えば，
「$(name)」と入力しても，予約語として認識されません。
• システム構成情報に値がない場合，指定した予約語には値が入りません。
予約語を指定して，ホスト名，ホスト識別子および MAC アドレスをツールの引数とし
て渡す場合の，「引数」の指定例を次に示します。
/n $(NAME) /id $(HOSTID) /mac $(MACADDRESS)
このように指定した場合，ツールの起動時に実行される内容は次のようになります。

（3） 登録内容の変更
［ツールの起動］メニューに登録したツールの，「メニュー名」
，「ツールのパス名」およ
び「引数」を変更する手順を次に示します。なお，複数のツールの登録内容を同時に変
更することはできません。
1. ［ツールの登録］ダイアログボックスの「メニューの一覧」から，登録内容を変更し
たいメニューを選択する。
「メニュー名」，
「ツールのパス名」および「引数」に登録されている内容が表示され
ます。
2. 登録内容を変更する。
3. ［登録］ボタンをクリックする。
変更した内容が，
「メニューの一覧」に反映されます。
4. ［OK］ボタンをクリックする。
［ツールの登録］ダイアログボックスが閉じ，「メニューの一覧」の内容が［ツールの
起動］メニューに反映されます。なお，
［キャンセル］ボタンをクリックした場合，
変更した内容は［ツールの起動］メニューに反映されません。

（4） 登録したツールの削除
［ツールの起動］メニューに登録したツールを削除する手順を次に示します。複数のツー
ルを選択して，一括して削除することもできます。
1. ［ツールの登録］ダイアログボックスの「メニューの一覧」から，削除したいメ
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ニューを選択する。
2. ［削除］ボタンをクリックする。
選択したメニューが，「メニューの一覧」から削除されます。
3. ［OK］ボタンをクリックする。
［ツールの登録］ダイアログボックスが閉じ，
「メニューの一覧」の内容が［ツールの
起動］メニューに反映されます。なお，［キャンセル］ボタンをクリックした場合，
ツールは削除されません。

付録 C.2

メニューからツールを起動する

リモートインストールマネージャのメニューから，ツールを起動する手順を次に示しま
す。
1. ［システム構成］ウィンドウ，
［あて先］ウィンドウ，［ディレクトリ情報］ウィンド
ウ，または［検索］ダイアログボックスで，ホストを選択する。
ツールを起動できるのはホストを選択した場合だけです。ホストと同時に ID または
あて先グループを選択した場合，ID またはあて先グループに対してはツールを起動
できません。なお，複数のホストを選択してツールを起動した場合，選択したホスト
それぞれに対してツールが起動します。例えば，10 台のホストを選択してツールを起
動した場合，同じツールが 10 個起動します。一度に多くのホストを選択してツール
を起動すると，メモリを大量に使用してシステムが不安定になるおそれがあるので注
意が必要です。
2. ［オプション］メニューまたは右クリックで表示されるメニューから［ツールの起動］
を選択する。
［検索］ダイアログボックスでは，右クリックでだけメニューが表示されます。
図 C-2 ［システム構成］ウィンドウからのツール起動

3. 起動したいツールを選択する。
選択したツールが起動します。「ツールのパス名」または「引数」に予約語を指定し
ている場合は，選択したホストのシステム構成情報に置き換わります。
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ツールを起動する運用例

引数として与えられた IP アドレスのホストに ping を実行するツールを，リモートイン
ストールマネージャから起動する運用例を次の図に示します。
図 C-3 リモートインストールマネージャからツールを起動する運用例

1. ツールの登録
［ツールの登録］ダイアログボックスで，リモートインストールマネージャのメ
ニューに PING ツールを登録します。
IP アドレスをツールの引数とするため，
「引数」に「$(ADDRESS)」を指定します。
2. ツールの起動
リモートインストールマネージャでホスト「CLT002」を選択して，メニューから
PING ツールを起動します。
ツールの引数として，CLT002 のシステム構成情報から IP アドレス
「100.100.100.2」が渡されます。
3. ツールの実行結果の確認
IP アドレスが「100.100.100.2」の CLT002 に PING ツールが実行されるので，その
結果を確認します。
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付録 D

インストール条件を設定するスクリプトの作
成

JP1/NETM/DM で設定するインストール条件は，インストールスクリプト（コレクトス
クリプト）という言語を使用してスクリプトファイルを作成することで，より細かく設
定できます。ここでは，インストールスクリプトおよびコレクトスクリプトの記述方法
について説明します。

付録 D.1

インストール条件を設定するスクリプトの概要

JP1/NETM/DM では，ソフトウェアのインストール条件やコレクト（収集）条件を GUI
の画面で設定します。ほとんどの場合，それで十分ですが，より細かい設定が必要にな
ることがあるかもしれません。例えば，インストールできるかどうかを独自にチェック
する必要があったり，クライアント画面にメッセージを表示させたかったりする場合で
す。
GUI を使わないでインストール条件やコレクト条件を設定したい場合や，より細かくイ
ンストールの流れやコレクト（収集）対象をコントロールしたい場合，ユーザ独自に
「インストールスクリプト」または「コレクトスクリプト」と呼ばれる言語でスクリプト
を作成してください。

（1） インストールスクリプトの作成
ユーザ独自に「インストールスクリプト」を作成する場合，パッケージング前に任意の
テキストエディタで作成します（パッケージングをする PC で）
。作成したスクリプトの
ファイルは，パッケージャの［JP1/NETM/DM パッケージング］ダイアログボックスの
［システム条件］パネルで［取り込み］ボタンをクリックして，そのパスを指定してくだ
さい。パッケージに「インストールスクリプト」が取り込まれます。

（2） コレクトスクリプト（収集スクリプト）の作成
UNIX 配布管理システムから Windows クライアント上のファイルをリモートコレクト
（収集）する場合，
「コレクトスクリプト」（UNIX の配布管理システムでの収集スクリプ
トファイル）を作成できます。コレクトスクリプトを作成すると，リモートコレクトの
対象をより細かく指定できます。

（3） 実行時のエラー
スクリプトの文法エラーがなくても，リモートインストールまたはリモートコレクトを
実行するときに次の要因でエラーになるおそれがあります。
• 数値演算，文字列演算でオーバーフローが発生した場合
• 関数に指定したパスが正しくなかった場合
• インストールスクリプトで Install 関数を呼び出さないで Shell 関数，Setup 関数を呼
び出した場合（Goto 文のジャンプ先が正しくなかった場合など）
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• Collection 関数を呼び出さないで Shell 関数を呼び出した場合
• インストールスクリプトに Collection 関数の記述があった場合
• コレクトスクリプトに Collection 関数，Shell 関数，DmSetStatus 関数，SetStatus
関数，GetStatus 関数，GetErrorStatus 関数，LogFile 関数以外の関数の記述があっ
た場合
インストールスクリプトやコレクトスクリプトを文法チェックする場合，およびリモー
トインストール時やリモートコレクト時にエラーが発生した場合，LOG¥SCRIPT.LOG
ファイル，LOG¥MAIN.LOG ファイル，および Windows NT のイベントログにエラー
が記録されます。エラー内容を確認して，スクリプトを修正してください。

付録 D.2

ステートメント

JP1/NETM/DM のインストールスクリプトおよびコレクトスクリプトを記述するための
ステートメントについて説明します。これらのステートメントを使用することで，変数
を宣言したり，プログラムの流れを変えたりできます。
ステートメントの一覧を次の表に示します。
表 D-1 ステートメントの一覧
ステートメント

機能

Dim

変数を宣言する

ErrorExit

スクリプトの実行をエラーとして終了させる

Exit

スクリプトの実行を正常に終了させる

Function

スクリプトの始まりを宣言する

End Function

スクリプトの終わりを宣言する

Goto

ラベルへジャンプする

If 〜 Then 〜 Else 〜 End If

条件を判定する

On InstallError Do 〜 End

インストールスクリプトの実行中にエラーが発生したときのあと処
理を宣言する

On CollectionError Do 〜 End

コレクトスクリプトの実行中にエラーが発生したときのあと処理を
宣言する

Rem

コメントを記述する

ステートメントの英大文字と小文字は，区別されるので注意してください。
ステートメントの記述子の区切りには，1 文字以上の半角スペース，TAB コード，また
は改行コードを使用してください。ただし，Rem ステートメントの場合は，1 文字以上
の半角スペース，または TAB コードで区切ってください。2 文字以上の半角スペースや
改行コードの場合にはエラーになります。
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（1） Dim ステートメント
（a） 形式
Dim 変数名 As 変数型
（b） 説明
変数を宣言します。このステートメントは，Function ステートメントのすぐあとに記述
してください。
● 変数名（必ず指定）
一つのスクリプト内でユニーク（同じものが一つもない）な変数名を指定してくださ
い。変数名に指定できる文字は，半角の，英字（a 〜 z，および A 〜 Z），数字（0 〜
9），または記号（#，@，_）です。ただし，先頭文字は，英字か記号でなければなり
ません。
英字の大文字と小文字は区別されます。指定できる長さは，1 〜 128 文字です。
なお，次の語句は，変数名として使用できないので注意してください。
• スクリプトの各ステートメント記述子
変数名として使用できない各ステートメント記述子については，表 D-1 を参照して
ください。
• サポート関数名
変数名として使用できない関数名については，
「付録 D.4 スクリプト関数」の表
D-2 を参照してください。
• スクリプトのシステム変数名
変数名として使用できないシステム変数名を次に示します。
使用できないシステム変数名
%HITACHI_REG

%NETMDMP%

%SYSTEM%

%WINDOWS%

ACTIVE

ACTIVE_VERSION

ALL_DRIVE

BACKUP_PROCESS

COLLECT_NORMAL

COLLECTION_AFTER

COLLECTION_BEFORE

COLLECTION_END

COLLECTION_NORMAL

COLLECTION_PROCESS

COLLECTION_START

CREATEICON_PROCESS

CREATEPROGRAMGROUP_
PROCESS

CREATESHORTCUT_PROCE
SS

D_ALPHA

DELBACKUP_PROCESS

DmInfo

EXIST

FALSE

FindFile

FINDFILE_PROCESS

FORCE

FORCE_DELIVERY

GDI_MEMORY

GetFileDate

GetFileSize

I_286

I_386

I_486

I_860

I_PENTIUM

INACTIVE

INSTALL_CAPAERROR

INSTALL_DRIVE

INSTALL_HENVERROR

INSTALL_NORMAL

INSTALL_PROCESS

INSTALL_PSVRERROR
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使用できないシステム変数名
INSTALL_SENVERROR

IntegerToString

IsActive

ISACTIVE_PROCESS

KIND_WINDOWS

KIND_WINDOWS95

KIND_WINDOWSNT

M_MIPS

MISC_PROCESS

MSDOS

MSGBOX_PROCESS

NO_ERROR

NOEXIST

NOFORCE

OLD_VERSION

P_POWERPC

PACKAGE_ID

PACKAGE_NAME

REAL_MEMORY

RESTORE_PROCESS

SETSTATUS_PROCESS

SETUP_DIRECTORY

SETUP_PROCESS

SHELL_PROCESS

SYSINFOCOPROCESSOR_PRO
CESS

SYSINFOCPUTYPE_PROCE
SS

SYSINFOHDEMPTY_PROCE
SS

SYSINFOMEMORY_GDIMEMO
RY_PROCESS

SYSINFOMEMORY_REALM
EMORY_PROCESS

SYSINFOMEMORY_USERM
EMORY_PROCESS

SysInfoOSKind

SYSINFOOSVERSION_MSD
OS_PROCESS

SYSINFOOSVERSION_WIN
DOWS_PROCESS

TRUE

USER_MEMORY

VERINFO_PROCESS

VERINFOEX_PROCESS

WINDOWS

−

（凡例）−：該当なし

● As（必ず指定）
この As のあとに変数の型を宣言します。
● 変数型（必ず指定）
変数の型を指定します。指定できる型は，次のとおりです。
Integer
整数型。-32,768 〜 32,767 の整数を格納できます。変数を宣言したときに，0 で
初期化されます。
String
文字列型。0 〜 128 文字の文字列を格納できます。変数を宣言したときに 0 文字
の文字列（""）で初期化されます。
System
システム型。JP1/NETM/DM で使用する幾つかのスクリプト関数では，このシス
テム型の変数を，戻り値に指定しなければなりません。システム型変数は，変数
宣言時に初期化されません。

（2） ErrorExit ステートメント
（a） 形式
ErrorExit

789

付録 D

インストール条件を設定するスクリプトの作成

（b） 説明
スクリプトの実行を，エラーとして終了させます。インストール処理またはコレクト処
理を任意の時点で終了させることができます。この場合，任意のステータスコードを報
告させたいときは，ErrorExit ステートメントの直前で SetStatus 関数を使ってステータ
スコードを設定しておかなければなりません。

（3） Exit ステートメント
（a） 形式
Exit
（b） 説明
スクリプトの実行を正常に終了させます。

（4） Function ステートメント
（a） 形式
Function main()
（b） 説明
スクリプトの始まりを宣言します。End Function ステートメントと対で使用してくださ
い。Function ステートメントと End Function ステートメントの間が，スクリプトとし
て処理されます。
Function のあとには，main() だけを指定できます。
（c） 注意事項
Function 〜 End Function 内のステートメントには，次の記述はできません。
• Function ステートメント
• End Function ステートメント

（5） End Function ステートメント
（a） 形式
End Function
（b） 説明
Function ステートメントで始めたスクリプトの終わりを宣言します。

（6） Goto ステートメント
（a） 形式
Goto ラベル名
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（b） 説明
ラベル名で示すラベルへ，スクリプトの処理をジャンプさせます。ただし，次に示すス
テートメントの中へはジャンプできません。
• On InstallError ステートメント
• On CollectionError ステートメント
• If ステートメント
また，必ず現在のステートメントよりあとのステートメントへジャンプさせなければな
りません。前のステートメントへ戻ってループさせるような記述はできないので，注意
が必要です。
● ラベル名（必ず指定）
Goto ステートメントよりもあとに記述してあるラベル名を指定します。ラベル名は，
一つのスクリプト内でユニークになるようにしてください。ラベル名に使える文字は，
半角の，英字（a 〜 z および A 〜 Z），数字（0 〜 9），記号（#，@，_）です。ただ
し，先頭文字は英字か記号でなければなりません。
英字の大文字と小文字は区別されます。指定できる長さは，1 〜 128 文字です。
（c） 指定例
Goto Label01
:
Label01:
ステートメント

' ラベルのあとには，必ず":"（コロン）が必要です

（7） If 〜 Then 〜 Else 〜 End If ステートメント
（a） 形式
If 判定条件
Then
真のときに実行されるステートメント
Else
偽のときに実行されるステートメント
End If
（b） 説明
条件を判定して，スクリプト処理を分岐させます。
● 判定条件（必ず指定）
スクリプト処理を分岐するための判定条件を記述します。判定条件の式は，「左辺の演
算式 比較演算子 右辺の演算式」で構成します。
左辺，右辺の演算式には，「文字列，文字列演算式，数値，数値演算式，システム変
数，スクリプト関数，スクリプト関数の戻り値」を使った演算式を記述できます。
● Then（必ず指定）
If ステートメントと組み合わせて使用します。判定条件が真のとき，Then のあとに
続くステートメントが実行されます。
● 真のときに実行されるステートメント（必ず指定）
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判定条件が真のときに実行されるステートメントを記述します。Else または End If
までの記述が，真のときに実行されるステートメントになります。
● Else
任意に指定できます。If ステートメントと組み合わせて使用します。判定条件が偽の
とき，Else のあとに続くステートメントが実行されます。
● 偽のときに実行されるステートメント
Else を指定したときは，必ず指定してください。判定条件が偽のときに実行されるス
テートメントを記述します。End If までの記述が，偽のときに実行されるステートメ
ントになります。
● End If（必ず指定）
If ステートメントと組み合わせて使用し，If ステートメントの終わりを示します。
（c） 注意事項
真，または偽のときに実行されるステートメントに，次の記述はできません。
• Function ステートメント
• End Function ステートメント
• Dim ステートメント
• If ステートメント
• ラベル名
• On InstallError ステートメント
• On CollectionError ステートメント

（8） On InstallError Do 〜 End ステートメント
（a） 形式
On InstallError
Do
任意のあと処理
End
（b） 説明
インストールスクリプトの処理中にエラーが発生した場合のあと処理として，必要なス
テートメントを記述します。
Install() 関数や Shell() 関数など，JP1/NETM/DM で使用する関数は，エラーが発生し
たらすぐにスクリプトを終了させてしまいます。そのため，関数の戻り値をインストー
ルスクリプトで確認できません。このとき，あと処理が必要な場合は，On InstallError
ステートメントで必要な処理を記述してください。On InstallError ステートメントを使
用すると，例えばインストール失敗時に，特定のメッセージを表示させたり，ログファ
イルに出力させたりするような場合に使用できます。
なお，On InstallError ステートメント中のあと処理中にエラーが発生した場合は，その
後のステートメントは処理されないでスクリプトは停止します。
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On InstallError ステートメントは，Dim ステートメント以降であれば，インストールス
クリプトのどこに記述してもかまいません。ただし，見やすさのためにできるだけ Dim
ステートメントのすぐあとに記述してください。
● Do（必ず指定）
あと処理の始まりを示します。
● 任意のあと処理（必ず指定）
インストールスクリプトの処理中に，エラーが発生した場合に実行させるあと処理を
記述します。End までの記述が，任意のあと処理として認識されます。
● End（必ず指定）
あと処理の終わりを示します。
（c） 指定例
Function main()
:
On InstallError
Do
LogFile("インストール中にエラーが発生しました。")
End
:
:
Install("c:¥")
:
End Function
（d） 注意事項
任意のあと処理の中には，次の記述ができません。
• Dim ステートメント
• Exit ステートメント
• Function ステートメント
• End Function ステートメント
• Goto ステートメント
• On InstallError ステートメント
• ラベル名
• Install 関数
• Setup 関数
• CreateProgramGroup 関数
• CreateShortCut 関数
• CreateIcon 関数

（9） On CollectionError Do 〜 End ステートメント
（a） 形式
On CollectionError
Do
任意のあと処理
End
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（b） 説明
コレクトスクリプトの処理中にエラーが発生した場合のあと処理として，必要なステー
トメントを記述します。
Collection() 関数や Shell() 関数など，JP1/NETM/DM で使用する関数は，エラーが発生
したらすぐにスクリプトを終了させてしまいます。そのため，関数の戻り値をコレクト
スクリプトで確認できません。このとき，あと処理が必要な場合は，On CollectionError
ステートメントで必要な処理を記述してください。On CollectionError ステートメント
を使用すると，例えばコレクト（収集）失敗時に，ログファイルに出力させる運用など
ができます。
なお，On CollectionError ステートメント中のあと処理中にエラーが発生した場合は，
その後のステートメントは処理されないでスクリプトは停止します。
On CollectionError ステートメントは，Dim ステートメント以降であれば，コレクトス
クリプトのどこに記述してもかまいません。ただし，見やすさのためにできるだけ Dim
ステートメントのすぐあとに記述してください。
● Do（必ず指定）
あと処理の始まりを示します。
● 任意のあと処理（必ず指定）
コレクトスクリプトの処理中に，エラーが発生した場合に実行させるあと処理を記述
します。End までの記述が，任意のあと処理として認識されます。
● End（必ず指定）
あと処理の終わりを示します。
（c） 指定例
Function main()
:
On CollectionError
Do
LogFile("コレクト中にエラーが発生しました。")
End
:
:
Collection("c:¥users¥default¥user.data")
:
End Function
（d） 注意事項
任意のあと処理の中には，次の記述ができません。
• Dim ステートメント
• Exit ステートメント
• Function ステートメント
• End Function ステートメント
• Goto ステートメント
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• On CollectionError ステートメント
• ラベル名
• Collection 関数

（10）Rem ステートメント
（a） 形式
Rem コメント情報
' コメント情報
（b） 説明
Rem ステートメントを使って，スクリプト中にコメントを記述できます。' または Rem
から改行までが，コメントとして扱われます。スクリプトのファイル中のどこにでも記
述できます。
● コメント情報
任意に指定します。指定する場合は，Rem とコメント情報の間に 1 文字以上のスペー
スまたは TAB コードを入れてください。コメント情報として指定する文字列に制限は
ありません。

付録 D.3

演算子

演算子には，次の 3 種類があります。これらを使って，文字列を連結させたり，数値の
計算をさせたり，If ステートメントで比較演算をさせたりできます。
• 文字列演算子
• 数値演算子
• 比較演算子
なお，これらの演算子を使用する場合は，その前後に半角のスペースを入れてください。

（1） 文字列演算子
演算子
&

機能
文字列を連結する

備考
0 〜 128 文字

文字列演算子「&」を使って，文字列を連結できます。連結する文字列，および連結した
文字列を格納する変数は，文字列型（String）でなければなりません。連結する文字列
の最大長は 128 文字です。また，連結したあとの文字列も最大 128 文字です。演算中に，
連結した文字列が 128 文字を超えた場合は，129 文字目以降が切り捨てられます（処理
は続行されます）
。
変数に，"" を使って長さ 0 の文字列を代入できます。
（例）
Dim S As String
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Dim Ch1 As String
Dim Ch2 As String
Ch1 = ""

' Ch1を長さ0の文字列で初期化

Ch1 = "NETM/DM "
Ch2 = "for WindowsNT"
S = Ch1 & Ch2
MsgBox(S, 30)
' メッセージボックスに"NETM/DM
' for WindowsNT"と表示される

（2） 数値演算子
演算子

機能

備考

+

整数の加算をする

-32,768 〜 32,767

-

整数の減算をする

なし

*

整数の乗算をする

なし

/

整数の除算をする

小数点以下切り捨て

数値演算子を使って，数値の加減乗除ができます。「乗算，除算」は，
「加算，減算」よ
りも先に演算されます。括弧「(」「)」を使って演算順序を変えることはできません。
演算する数値，および演算結果の数値を格納する変数は，整数型（Integer）でなければ
なりません。また，-32,768 〜 32,767 の範囲であることが必要です。演算中に，演算結
果が -32,768 〜 32,767 の範囲外になった場合は，その後のステートメントは処理されな
いで，スクリプトは終了します。この場合，On InstallError ステートメントまたは On
CollectionError ステートメントがあるときは，任意のあと処理が実行されます。
（例）
Dim
Dim
Dim
I =
J =
K =

I
J
K
6
2
I

As Integer
As Integer
As Integer
* J + I / J - 1

' Kは14になります

（3） 比較演算子
演算子
=

機能
1. 変数の代入
2. 等しいかどうかの比較
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<

より小さい

>

より大きい

<=

以下

>=

以上

<>

等しくない

備考
c=a+b
If ステートメントで使用
（If a = b Then ...）
If ステートメントで使用
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次の例のように，比較演算子を使って If 文で比較演算ができます。文字列型，数値型，
システム型について比較できます。
ただし，比較できるのは，同じ型同士だけです。また，複数の比較式を一度に記述する
ことはできません。
（例）
Dim S As String
Dim I As Integer
S = "NETM/DM"
If S = "NETM/DM"
' 真になる
Then
:
End If
If S = "NETM"
' 偽になる
Then
:
End If
If S = "NETM/DM Client" ' 偽になる
Then
:
End If
I = 10
If I > 9
' 真になる
Then
:
End If

付録 D.4

スクリプト関数

JP1/NETM/DM のインストールスクリプトおよびコレクトスクリプトで使用できる関数
について説明します。これらの関数を使用すると，プログラムのバージョンを取得した
り，プログラムマネージャに新しくアイコンを追加したりできます。
スクリプト関数の一覧を次の表に示します。
表 D-2 スクリプト関数の一覧
スクリプト関数

使用種別

説明

Backup

I

稼働中のバージョンのソフトウェアのバックアップを取得す
る

Collection

C

ディレクトリまたはファイルをリモートコレクトする

CreateIcon

I

指定したプログラムグループに，指定したプログラムのアイ
コンを追加する

CreateProgramGroup

I

プログラムマネージャに，指定したプログラムグループ名で
グループを作成する

CreateShortCut

I

リモートインストール先にショートカットを作成する

DelBackup

I

リモートインストール先のバックアップを削除する

DmSetStatus
GetBackupStatus
GetErrorStatus

I,C
I
I,C

エラーステータスコードを設定する
バックアップを取得したかどうかを返す
スクリプト処理のどこでエラーが発生したかを調べる
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スクリプト関数

使用種別

説明

GetResourceName

I

インストールをするソフトウェアのパッケージ識別 ID を調べ
る

GetResourceVersion

I

インストールをするソフトウェアのバージョン，世代番号を
調べる

GetSoftwareName

I

インストールするソフトウェアのパッケージ名を取得する

I,C

SetStatus() で設定したステータスの現在の値を取得する

GetStatus
Install

I

LogFile

I,C

任意のメッセージをログファイルへ出力する

MsgBox

I

ダイアログボックスでメッセージを表示する

Restore

I

バックアップを取得したソフトウェアを復元する

SetStatus

I,C

Setup

I

Shell

I,C

ファイルを指定のディレクトリへ復元する

任意の処理状態をステータスとして設定する
Install 関数で復元したファイル群を使ってセットアップをす
るプログラムを起動する
外部プログラムの起動

SysInfoCoProcessor

I

コプロセッサの有無を調べる

SysInfoCpuType

I

CPU 種別を調べる

SysInfoHDEmpty

I

ハードディスクの空き容量を調べる

SysInfoMemory

I

各種メモリ容量を取得する

SysInfoOSVersion

I

使用中のオペレーティングシステム（OS）のバージョンを調
べる

VerInfo

I

指定したソフトウェアのバージョンを調べる

VerInfoEx

I

パッケージ名またはパッケージ識別 ID からインストール済み
のソフトウェアのバージョンを調べる

（凡例）
Ｉ：インストールスクリプトで使用できる
Ｃ：コレクトスクリプトで使用できる

各スクリプト関数は，次のように記述してください。関数名の直後，および関数の引数
の前後には，0 文字以上の半角スペース，TAB コード，または改行コードを使用してく
ださい。
関数名（関数の引数 1［, 関数の引数 2］
）
各関数名の英大文字と小文字は，区別されるので注意が必要です。各関数の引数の数は
固定で，関数ごとに異なっています。引数は，直接値で指定しても，変数で指定しても
かまいません。ただし，システム変数は直接値で指定してください。
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（1） Backup 関数
（a） 機能
リモートインストール先で，インストール対象のパッケージがインストール済みの場合，
稼働しているバージョンのソフトウェアのバックアップを取得します。
（b） 形式
Backup()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
なし

（2） Collection 関数
（a） 機能
指定したディレクトリまたはファイルをリモートコレクトします。
Collection 関数は，コレクトファイルで最低 3 回呼び出さなければなりません。まず，
引数に COLLECTION_START を指定して Collection 関数を呼び出し，リモートコレク
トに関する設定を初期化します。そして，リモートコレクトするファイルまたはディレ
クトリを設定するため，引数にファイルかディレクトリを指定して Collection 関数を呼
び出します（100 回まで複数回可）。最後に，引数に COLLECTION_END を指定して
Collection 関数を呼び出し，収集を実行します。
（b） 形式
Collection(COLLECTION_START)
Collection(String リモートコレクトするディレクトリ名またはファイル名)
Collection(COLLECTION_END)
（c） 引数
● String リモートコレクトするディレクトリ名またはファイル名
リモートコレクトするディレクトリ名またはファイル名を，ドライブ名も含めて指定
します。ファイルまでのパスを指定したときは，ファイルがリモートコレクトされま
す。ディレクトリを指定したときは，ディレクトリ下のすべてのファイルがリモート
コレクトされます。
文字列で直接指定しても，ディレクトリ名またはファイル名の入った文字列型変数を
指定してもかまいません。ドライブ名は，「c:」
，「D:」のような英字のドライブ名のほ
かに，
「1:」
，「2:」のような数字でも指定できます。「1:」は，ハードディスクの最初の
ドライブになります。
また，Windows がインストールされているディレクトリなどの特別なディレクトリ
を，次の値で指定できます。
%WINDOWS%
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Windows がインストールされているディレクトリ
%SYSTEM%
Windows がインストールされているディレクトリ下の System または System32
ディレクトリ
%NETMDMP%
クライアントがインストールされているディレクトリ
（d） 戻り値
なし

（3） CreateIcon 関数
（a） 機能
プログラムマネージャにアイコンを追加します。追加先のプログラムグループ，追加し
たい実行ファイル，およびアイコンのタイトルを指定してください。
この関数は，バックグラウンドインストールモードでは使用できません。
（b） 形式
CreateIcon(String プログラムグループ名,
String 実行ファイルのパス名,
String アイコンのタイトル)
（c） 引数
● String プログラムグループ名
アイコンを追加するプログラムグループの名前を指定します。直接文字列で指定して
も，プログラムグループ名の入った変数で指定してもかまいません。
プログラムグループ名の最大文字数は，Windows NT の場合 30 文字（全角でも半角
でも同じ）です。Windows Me，Windows 98，または Windows 95 の場合は，半角で
30 文字（全角で 15 文字）です。Windows NT と Windows Me，Windows 98，また
は Windows 95 が混在するシステムの場合，Windows 95 に合わせてください。
指定したプログラムグループがない場合は，自動的に作成されます。
● String 実行ファイルのパス名
アイコンとして登録する実行ファイルのパス名を，ドライブ名も含めて指定します。
直接文字列で指定しても，実行ファイルのパス名の入った変数で指定してもかまいま
せん。実行ファイルのパス名の最大文字数は，128 文字です。
ドライブ名は，
「c:」，
「D:」のような英字のドライブ名のほかに，
「1:」
，「2:」のような
数字でも指定できます。
「1:」は，ハードディスクの最初のドライブになります。
● String アイコンのタイトル
アイコンのタイトルを指定します。直接文字列で指定しても，アイコンのタイトルの
入った変数で指定してもかまいません。アイコンのタイトルの最大文字数は，
Windows NT の場合 40 文字（全角でも半角でも同じ）です。Windows Me，
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Windows 98，または Windows 95 の場合は，半角で 40 文字（全角で 20 文字）です。
Windows NT と Windows Me，Windows 98，または Windows 95 が混在するシステ
ムの場合，Windows 95 に合わせてください。
（d） 戻り値
なし
（e） 注意事項
他社ソフトウェアや日立プログラムプロダクトのインストールには，この関数を使用で
きません。

（4） CreateProgramGroup 関数
（a） 機能
プログラムマネージャにグループを作成します。プログラムグループ名を指定してくだ
さい。
この関数は，バックグラウンドインストールモードでは使用できません。
（b） 形式
CreateProgramGroup(String プログラムグループ名)
（c） 引数
● String プログラムグループ名
作成するプログラムグループのグループ名を指定します。直接文字列で指定しても，
プログラムグループ名の入った変数で指定してもかまいません。
プログラムグループ名の最大文字数は，Windows NT の場合 30 文字（全角でも半角
でも同じ）です。Windows Me，Windows 98，または Windows 95 の場合は，半角で
30 文字（全角で 15 文字）です。Windows NT と Windows Me，Windows 98，また
は Windows 95 が混在するシステムの場合，Windows 95 に合わせてください。
（d） 戻り値
なし
（e） 注意事項
他社ソフトウェアや日立プログラムプロダクトのインストールをする場合は，この関数
を使用できません。

（5） CreateShortCut 関数
（a） 機能
リモートインストール先にショートカットを作成します。この関数は，リモートインス
トール先が，Windows Me，Windows 98，または Windows 95 のときだけ使用できま
す。
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この関数は，バックグラウンドインストールモードでは使用できません。
（b） 形式
CreateShortCut(String ショートカット作成先のパス名,
String ショートカットのリンク先パス名,
String ショートカットのタイトル)
（c） 引数
● String ショートカット作成先のパス名
リモートインストール先に作成するショートカットを置く，フォルダのパス名を指定
します。直接文字列で指定しても，パス名の入った変数で指定してもかまいません。
最大文字数は，
「ショートカットのタイトル」との合計で，半角で 255 文字（全角で
127 文字）です。
● String ショートカットのリンク先パス名
ショートカットを作成する対象の実行ファイル名をフルパスで指定します。直接文字
列で指定しても，パス名の入った変数で指定してもかまいません。最大文字数は，半
角で 259 文字（全角で 129 文字）です。
● String ショートカットのタイトル
ショートカットのタイトルを指定します。直接文字列で指定しても，タイトルの入っ
た変数で指定してもかまいません。最大文字数は，
「ショートカット作成先のパス名」
との合計で，半角で 255 文字（全角で 127 文字）です。
（d） 戻り値
なし

（6） DelBackup 関数
（a） 機能
Backup 関数で取得したバックアップを削除します。バックアップが取得されていない場
合は，この関数を呼び出しても無視されます（エラーにはなりません）。
（b） 形式
DelBackup()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
なし

（7） DmSetStatus 関数
（a） 機能
指定したエラーステータスコード（UNIX NETM/DM システムではエンドステータス）
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を設定できます。条件不一致でスクリプトを終了する場合に，設定してください。設定
したエラーステータスコードは，インストール処理またはコレクト処理の終了コードと
して，上位システムに通知されます。
（b） 形式
DmSetStatus(System エラーステータスコード)
（c） 引数
● System エラーステータスコード
次の表に示すシステム変数のどれかを指定します。
表 D-3 システム変数
システム変数

説明

INSTALL_CAPAERROR

ハードディスク容量チェック時の条件不一致
（エンドステータス 1 ＝ 0x92）
（エンドステータス 2 ＝ 0x03）

INSTALL_HENVERROR

ハードウェア環境チェック時の条件不一致
（エンドステータス 1 ＝ 0x9d）
（エンドステータス 2 ＝ 0x02）

INSTALL_SENVERROR

MS-DOS，Windows バージョンチェック時の条件不一致
（エンドステータス 1 ＝ 0x9d）
（エンドステータス 2 ＝ 0x03）

INSTALL_PSVRERROR

前提ソフトウェアバージョンチェック時の条件不一致
（エンドステータス 1 ＝ 0x9d）
（エンドステータス 2 ＝ 0x04）

これらのエラー検出時以外に DmSetStatus 関数を発行しても，上位システムでは正
しいエラーステータスを取得できません。また，コレクトスクリプト内で使用できる
エラーステータスコードはありません。
（d） 戻り値
なし

（8） GetBackupStatus 関数
（a） 機能
今回のリモートインストールで，バックアップを取得したかどうかを返します。
（b） 形式
System GetBackupStatus()
（c） 引数
なし
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（d） 戻り値
● System バックアップを取得したかどうか
バックアップを取得したかどうかを示すシステム変数を返します。戻り値は，等号
（=）
，不等号（<>）の比較演算に使用できます。
TRUE
バックアップを取得した
FALSE
バックアップを取得していない

（9） GetErrorStatus 関数
（a） 機能
スクリプトのどの個所でエラーが発生したかを調べます。On InstallError ステートメン
トと On CollectionError ステートメントの中でだけ使用できます。
（b） 形式
System GetErrorStatus()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● System エラー発生個所
エラーが発生した個所を示すシステム変数を返します。戻り値は，等号（=），不等号
（<>）の比較演算に使用できます。エラーの発生個所を次の表に示します。
表 D-4 エラー発生個所一覧
システム変数

説明

BACKUP_PROCESS

Backup 関数処理中にエラー

COLLECTION_PROCESS

Collection 関数処理中にエラー

CREATEICON_PROCESS

CreateIcon 関数処理中にエラー

CREATEPROGRAMGROUP_PROCESS

CreateProgramGroup 関数処理中にエ
ラー

CREATESHORTCUT_PROCESS

CreateShortCut 関数処理中にエラー

GETBACKUPSTATUS_PROCESS

GetBackupStatus 関数処理中にエラー

INSTALL_PROCESS

Install 関数処理中にエラー

MISC_PROCESS

その他のスクリプト処理でエラー

MSGBOX_PROCESS

MsgBox 関数処理中にエラー

NO_ERROR

エラーは発生していない

RESTORE_PROCESS

Restore 関数処理中にエラー
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説明

SETSTATUS_PROCESS

SetStatus 関数処理中にエラー

SETUP_PROCESS

Setup 関数処理中にエラー

SHELL_PROCESS

Shell 関数で起動したユーザプログラム
でエラーまたは Shell 関数の実行時にエ
ラー

SYSINFOCOPROCESSOR_PROCESS

SysInfoCoProcessor 関数処理中にエ
ラー

SYSINFOCPUTYPE_PROCESS

SysInfoCpuType 関数処理中にエラー

SYSINFOHDEMPTY_PROCESS

SysInfoHDEmpty 関数処理中にエラー

SYSINFOMEMORY_GDIMEMORY_PROCESS

SysInfoMemory 関数の GDI_MEMORY
（システム情報タイプ）処理中にエラー

SYSINFOMEMORY_REALMEMORY_PROCESS

SysInfoMemory 関数の
REAL_MEMORY（システム情報タイ
プ）処理中にエラー

SYSINFOMEMORY_USERMEMORY_PROCESS

SysInfoMemory 関数の
USER_MEMORY（システム情報タイ
プ）処理中にエラー

SYSINFOOSVERSION_MSDOS_PROCESS

SysInfoOSVersion 関数の MSDOS（シ
ステム情報タイプ）処理中にエラー

SYSINFOOSVERSION_WINDOWS_PROCESS

SysInfoOSVersion 関数の WINDOWS
（システム情報タイプ）処理中にエラー

VERINFO_PROCESS

VerInfo 関数処理中にエラー

VERINFOEX_PROCESS

VerInfoEx 関数処理中にエラー

（10）GetResourceName 関数
（a） 機能
インストールをするソフトウェアのパッケージ識別 ID を取得します。
（b） 形式
String GetResourceName()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● String パッケージ識別 ID
インストールをするソフトウェアのパッケージ識別 ID が返されます。戻り値は，文
字列演算および比較演算に使用できます。
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（11）GetResourceVersion 関数
（a） 機能
インストールをするソフトウェアのバージョン，世代番号を取得します。
（b） 形式
String GetResourceVersion()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● String バージョン
インストールをするソフトウェアのバージョン，世代番号が，vvrrssgggg の書式で返
されます。
vvrrss
バージョン
gggg
世代番号
なお，返されるのはユーザが設定している部分だけです。vvrr までしか設定されてい
ない場合は，vvrr だけ返されます。

（12）GetSoftwareName 関数
（a） 機能
インストールするソフトウェアのパッケージ名を取得します。
（b） 形式
String GetSoftwareName()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● String パッケージ名
インストールするソフトウェアのパッケージ名が返されます。戻り値は，文字列演算
および比較演算に使用できます。

（13）GetStatus 関数
（a） 機能
SetStatus 関数で設定したステータスの現在の値を取得します。
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（b） 形式
Integer GetStatus()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● Integer 現在のステータス
SetStatus 関数で設定したステータスの現在の値が返されます。
（e） 注意事項
SetStatus 関数でステータスを設定していない場合，0 が返されます。

（14）Install 関数
（a） 機能
配布されたソフトウェアをインストール（復元）します。
（b） 形式
Install(String インストール先ディレクトリ名の文字列)
（c） 引数
● String インストール先ディレクトリ名の文字列
インストール先のディレクトリ名を，ドライブ名も含めて指定します。文字列で直接
指定しても，ディレクトリ名の入った文字列型変数を指定してもかまいません。ディ
レクトリ名の最大文字数は，128 文字です。
ドライブ名は，
「c:」
，「D:」のような英字のドライブ名のほかに，
「1:」
，「2:」のような
数字でも指定できます。「1:」は，ハードディスクの最初のドライブになります。
同じスクリプトで Setup 関数を使用する場合は，システム変数
SETUP_DIRECTORY を必ず指定してください。
（d） 戻り値
なし
（e） 指定例
（例 1）ドライブ名を数字で指定する場合
:
Install("1:¥users¥home¥instdir")
:
（例 2）Setup 関数と組み合わせて使用する場合
:
Install(SETUP_DIRECTORY)
:
Setup()
:
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（f） 注意事項
同じスクリプトに Install 関数を複数回記述することはできません。

（15）LogFile 関数
（a） 機能
任意のメッセージ文字列をログファイルに出力します。出力先は，クライアントのイン
ストールディレクトリ下の LOG¥MAIN.LOG と LOG¥USER.LOG です。クライアント
のメッセージログと関連づけてメッセージを確認したいときは，MAIN.LOG を利用して
ください。スクリプトの開発者が任意に出力したメッセージだけを確認する場合は，
USER.LOG を利用してください。また，このログは，Windows NT のイベントログにも
取得されます（イベント ID が 60000 以降）。
（LOG¥MAIN.LOG の例）
100 2004/2/3 22:29:12:13 Informational User ユーザメッセージ :XXX プログラムを
アップデートしました。
（LOG¥USER.LOG の例）
150 2004/2/3 22:29:12:13 1128 XXX プログラムをアップデートしました。
（b） 形式
LogFile(String 任意のメッセージ文字列)
（c） 引数
● String 任意のメッセージ文字列
ログファイルに出力するメッセージ文字列を指定します。文字列で直接指定しても，
メッセージ文字列の入った変数で指定してもかまいません。メッセージ文字列は半角
で 128 文字（全角で 64 文字）以内で指定します。
（d） 戻り値
なし
（e） 注意事項
この関数の使用は必要最小限にしてください。この関数を多く利用すると，ディスクの
入出力が多くなり，性能が低下する原因になります。

（16）MsgBox 関数
（a） 機能
任意のメッセージをメッセージボックスに表示します。メッセージボックスに表示され
るボタンは，［OK］だけです。
この関数は，バックグラウンドインストールモードでは使用できません。
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（b） 形式
MsgBox(String メッセージ文字列, Integer 表示時間)
（c） 引数
● String メッセージ文字列
メッセージボックスに表示するメッセージ文字列を指定します。文字列で直接指定し
ても，メッセージの入った文字列型変数を指定してもかまいません。メッセージ文字
列は半角で 128 文字（全角で 64 文字）以内で指定します。
● Integer 表示時間
メッセージボックスの表示時間を秒で指定します。直接秒数で指定しても，表示時間
の入った整数型変数を指定してもかまいません。指定できる表示時間は，1 〜 60 秒で
す。
メッセージボックスは，ここで設定した表示時間を過ぎるとユーザの応答に関係なく，
自動的に閉じます。
（d） 戻り値
なし

（17）Restore 関数
（a） 機能
リモートインストール実行前に取得したバックアップを復元して，旧バージョンに戻し
ます。バックアップが取得されていない場合は，この関数を呼び出してもエラーにはな
らないで無視されます。この関数を On InstallError Do ステートメント内に記述した場
合，リモートインストールでエラーが発生したときだけバックアップが復元されます。
（b） 形式
Restore()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
なし

（18）SetStatus 関数
（a） 機能
スクリプトの処理状態を，任意のステータスコードで保存できます。保存したステータ
スコードは，GetStatus 関数で取得してください。
スクリプトが終了すると，最後に設定したステータスコードがインストール処理または
コレクト処理の終了コードとして上位のシステムに通知されます。
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（b） 形式
SetStatus(Integer ステータスコード)
（c） 引数
● Integer ステータスコード
スクリプトの処理状態を示すステータスコードを指定します。
直接数値で指定しても，ステータスコードの入った整数型変数で指定してもかまいま
せん。ただし，ステータスコードとして設定できるのは 0 〜 255 です。
（d） 戻り値
なし
（e） 注意事項
スクリプトで最初に SetStatus 関数が実行されるまでは，ステータスコードとして 0 が
仮定されます。

（19）Setup 関数
（a） 機能
Install 関数で復元したファイルを使って，セットアップをするプログラムを起動します。
Windows アプリケーションのセットアッププログラムの多くは，GUI 上で動作します。
JP1/NETM/DM では，このような GUI のセットアッププログラムを使用できますが，
その場合，AIT ファイルまたはレコーダファイル（Visual Test のスクリプト）を用意し
てください。画面に対してクライアントで自動的に応答するのに必要です。Automatic
Installation Tool 実行ライブラリが AIT ファイルを使って，または Visual Test 実行ライ
ブラリがレコーダファイルを使って，GUI のセットアッププログラムに自動的に応答し
ます。
AIT ファイルまたはレコーダファイルの作成方法については，マニュアル「Automatic
Installation Tool ガイド」を参照してください。
この関数は，バックグラウンドインストールモードでは使用できません。
（b） 形式
Setup()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
なし
（e） 注意事項
• 通常，この関数は他社ソフトウェアまたは日立プログラムプロダクトのセットアップ
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で使用します。ただし，ユーザプログラムについても，GUI のセットアッププログラ
ムを使用する場合は，この関数を使って自動的に応答させることができます。
• 同じスクリプトに Setup 関数を複数回記述することはできません。

（20）Shell 関数
（a） 機能
外部プログラムを起動します。
（b） 形式
Shell(String 起動プログラムのフルパス名)
（c） 引数
● String 起動プログラムのフルパス名
起動する外部プログラムを，フルパスで指定します。文字列で直接指定しても，フル
パス名の入った文字列型変数で指定してもかまいません。フルパス名にスペースを含
む場合は連続する二つの「"」で囲んで指定してください。
フルパス名には，ドライブ名も含めてください。ドライブ名を省略した場合，クライ
アントがインストールされているドライブが仮定されます。ドライブ名は，「c:」
，
「D:」のような英字のドライブ名のほかに，
「1:」
，「2:」のような数字でも指定できま
す。
「1:」は，ハードディスクの最初のドライブになります。
指定するフルパス名には，外部プログラムへの引数を含めることもできます。外部プ
ログラムの引数に「"」を含む場合は，「"」を連続する二つの「"」に置き換えて指定
してください。
リモートインストールがバックグラウンドインストールモード（Windows NT）の場
合，起動する外部プログラムはコンソールモード（ウィンドウを持たないプログラム）
でなければなりません。もし GUI を持つプログラムをバックグラウンドインストール
モード（Windows NT）で起動した場合，GUI は表示されません。
（d） 戻り値
なし
（e） 指定例
（例 1）
Shell("c:¥winnt¥system32¥notepad.exe")
（例 2）
Dim S As String
S = "1:¥users¥home¥prog01.exe file01.txt"
Shell(S)
（例 3）
Shell("""c:¥Program Files¥prog2.exe""")
（例 4）
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Shell("""c:¥Program Files¥Test¥aaa.exe"" /f C:¥temp¥bbb.exe /I:
/S ""ccc.txt""")
（f） 注意事項
• リモートコレクトはバックグラウンドで実行されるため，Windows NT の場合，コレ
クトスクリプトでは GUI 上のプログラムを指定できません。
• 外部プログラムからインストールスクリプトにエラーを通知する場合は，決められた
外部プログラムへの終了通知をしなければなりません。
• 外部プログラムの処理結果をインストールスクリプトに通知しない場合は，パッケー
ジャまたはリモートインストールマネージャで終了コードを無視するように設定して
ください。外部プログラムが正常に終了しなかったことをスクリプトに通知すると，
処理を中断し，サーバにジョブが失敗したことを通知します。この場合，外部プログ
ラムの処理結果コードは，ユーザステータスに設定されます。
• インストールスクリプトは，パッケージャまたはリモートインストールマネージャで
設定された，外部プログラムの時間監視の有無と監視時間を基に，外部プログラムを
監視します。設定された監視時間を経過すると shell 関数は制御を戻します。このと
き，ジョブをエラーにするかどうかについては，パッケージャまたはリモートインス
トールマネージャで設定できます。

（21）SysInfoCoProcessor 関数
（a） 機能
コプロセッサがあるかどうかを返します。
（b） 形式
System SysInfoCoProcessor()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● System コプロセッサの有無
コプロセッサがあるかどうかを示すシステム変数を返します。戻り値は，システム変
数として，等号（=），不等号（<>）の比較演算に使用できます。
EXIST
コプロセッサあり
NOEXIST
コプロセッサなし
Windows の場合は，必ず EXIST が返されます。
（e） 注意事項
Windows にリモートインストールをする場合に，コプロセッサなしの条件にすると，ス
クリプトのシステム条件不一致でエラーになります。
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（22）SysInfoCpuType 関数
（a） 機能
CPU 種別を取得します。
（b） 形式
System SysInfoCpuType()
（c） 引数
なし
（d） 戻り値
● System CPU 種別
CPU 種別を意味するシステム変数を返します。
• I_286：AMD64/Intel EM64T
• I_386：Intel i386 相当
• I_486：Intel i486 相当
• I_PENTIUM：Intel Pentium 相当
• M_MIPS：Intel IPF
• P_POWERPC：PowerPC
これらの戻り値は，システム型変数として，等号（=）または不等号（<>）を使った
比較演算ができます。
（e） 注意事項
Crusoe など Intel 互換 CPU の場合は，I_PENTIUM が返されます。

（23）SysInfoHDEmpty 関数
（a） 機能
指定したハードディスクドライブの，空き容量を取得します。
（b） 形式
Integer SysInfoHDEmpty(System ドライブ名)
（c） 引数
● System ドライブ名
ハードディスクの空き容量を取得するドライブのドライブ名を指定します。直接指定
しても，ドライブ名の入ったシステム型変数を指定してもかまいません。
ドライブ名には，
「c:」
，「D:」のような英字のドライブ名のほかに，
「1:」
，「2:」のよう
な数字でも指定できます。「1:」は，ハードディスクの最初のドライブになります。
ドライブ名には必ず「:」
（コロン）を付けてください。
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（d） 戻り値
● Integer ハードディスクの空き容量
ハードディスクの空き容量をメガバイト単位で返します。

（24）SysInfoMemory 関数
（a） 機能
各種メモリ容量を取得します。
（b） 形式
Integer SysInfoMemory(メモリ種別)
（c） 引数
● メモリ種別
メモリ容量を取得するメモリの種類を指定します。
表 D-5 メモリ種別
メモリ種別

説明

REAL_MEMORY

実メモリの容量を取得します。

USER_MEMORY

ユーザが利用可能なメモリ容量を取得します。この値は，起動している
アプリケーションの数によって変化します。

GDI_MEMORY

利用可能な GDI システムリソースの容量を取得します。この値は，最大
64 キロバイトです。

（d） 戻り値
● Integer メモリ容量
各種メモリ容量を返します。単位は，次のとおりです。
REAL_MEMORY
メガバイト単位
USER_MEMORY，GDI_MEMORY
キロバイト単位

（25）SysInfoOSVersion 関数
（a） 機能
現在使用中の各種 OS のバージョンを取得します。
（b） 形式
String SysInfoOSVersion(OS種別)
（c） 引数
● OS 種別
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バージョンを取得する OS の種類を指定してください。
MSDOS
現在使用中の MS-DOS のバージョンを取得します。
WINDOWS
現在使用中の Windows のバージョンを取得します。
（d） 戻り値
● String バージョン
現在使用している各種 OS のバージョンを vvrrt 形式で返します。戻り値は，文字列
型として，文字列演算および比較演算に使用できます。
vv
バージョン
rr
リビジョン
t
タイプ（V：日本語版 MS-DOS，なし：英語版 MS-DOS）
（例）
MS-DOS 6.2/V の場合，
「0620V」になります。
Windows 95 の場合，
「0400」になります。
（e） 注意事項
• If ステートメントで，「>」,「>=」などを使って比較演算ができます。ただし，意味が
あるのは，戻り値の形式と同じ形式（vvrrt 形式）の文字列型との比較だけです。ま
た，t の異なるバージョンを大小比較しても意味がありません。t のないバージョン
が，必ず小と判定されます。
• Windows で MS-DOS バージョンを取得した場合，必ず「0500V」が返されます。

（26）VerInfo 関数
（a） 機能
パッケージ識別 ID で指定したソフトウェアのバージョンを返します。引数の新旧タイプ
には，ACTIVE_VERSION（稼働中の新バージョン）を指定してください。
（b） 形式
String VerInfo(新旧タイプ, String パッケージ識別ID)
（c） 引数
● 新旧タイプ
次のシステム変数を指定します。
ACTIVE_VERSION：現在稼働中のバージョン
● String パッケージ識別 ID
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JP1/NETM/DM を使ってパッケージの登録をしたときに指定したパッケージ識別 ID
を指定します。文字列で直接指定しても，パッケージ識別 ID の入った変数で指定し
てもかまいません。
パッケージ識別 ID の最大文字数は，44 文字です。
（d） 戻り値
● String ソフトウェアのバージョン
指定したソフトウェアのバージョンが vvrrssgggg 形式で返されます。
vvrrss
バージョン
gggg
世代番号
もし，指定したソフトウェアがないときは，""（長さ 0 の文字列）が返されます。ま
た，vvrrssgggg のうち，返されるのはユーザが設定している部分だけです。vvrr まで
しか設定されていない場合は，vvrr だけ返されます。
（e） 注意事項
この関数は，JP1/NETM/DM を使ってインストールしたソフトウェアのバージョンを取
得するものです。直接 FD などからインストールしたソフトウェアについては，この関
数ではバージョンを取得できません。

（27）VerInfoEx 関数
（a） 機能
インストール済みのパッケージのバージョンを，パッケージ名またはパッケージ識別 ID
から取得します。
（b） 形式
String VerInfoEx(PACKAGE_NAME, String パッケージ名)
String VerInfoEx(PACKAGE_ID, String パッケージ識別ID)
（c） 引数
● PACKAGE_NAME，または PACKAGE_ID
パッケージ名からソフトウェアのバージョンを調べるときは，システム変数
PACKAGE_NAME を指定します。パッケージ識別 ID からソフトウェアのバージョ
ンを調べるときは，PACKAGE_ID を指定します。
● String パッケージ名，または String パッケージ識別 ID
第 1 引数に，PACKAGE_NAME を指定した場合は，パッケージ名を指定します。第
1 引数に PACKAGE_ID を指定した場合は，パッケージ識別 ID を指定します。
文字列で直接指定しても，変数で指定してもかまいません。
パッケージ名とパッケージ識別 ID の最大文字数は，44 文字です。
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（d） 戻り値
● String ソフトウェアのバージョン
指定したソフトウェアのバージョンが vvrrssttgggg 形式で返されます。
vvrrsstt
バージョン
gggg
世代番号
もし，指定したソフトウェアがないときは，""（長さ 0 の文字列）が返されます。ま
た，vvrrssttgggg のうち，ユーザが設定していない部分はスペースで埋められます。
（e） 注意事項
この関数は，JP1/NETM/DM を使ってインストールしたソフトウェアのバージョンを取
得するものです。直接 FD などからインストールしたソフトウェアについては，JP1/
NETM/DM の「ソフトウェア検索機能」を使って検索できるソフトウェアのバージョン
だけを取得できます。

付録 D.5

スクリプトの作成例

（1） インストールスクリプトの作成例
Function main()
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-DIM START
Dim ResourceName As String
Dim ResourceVersion As String
Dim CommandFile As String
Dim ActiveVersion As String
Dim OsVersion As String
Dim InstallBeforeProgram As String
Dim InstallAfterProgram As String
Dim InstallErrorProgram As String
Dim Capacity As Integer
Dim ForceDelivery As System
Dim ProcessorType As System
Dim CoProcessor As System
Dim OsKind As System
Dim PremiseVersion As String
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-DIM END
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-ON_INSTALLERROR START
On InstallError
Do
InstallErrorProgram =
"C:¥USERS¥DEFAULT¥error.exe"
Shell(InstallErrorProgram)
Restore()
End
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-ON_INSTALLERROR END
' DMP_AUTO_BUILD RESOURCE_INFORMATION-GET START
ResourceName = GetResourceName()
ResourceVersion = GetResourceVersion()
' DMP_AUTO_BUILD RESOURCE_INFORMATION-GET END
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' DMP_AUTO_BUILD FORCE_INSTALL-CHECK START
ForceDelivery = DmInfo(FORCE_DELIVERY, 0)
If ForceDelivery = FORCE
Then
Goto
SKIP_VERSION_CHECK
End If
' DMP_AUTO_BUILD FORCE_INSTALL-CHECK END
' DMP_AUTO_BUILD VERSION-CHECK START
ActiveVersion = VerInfo(ACTIVE_VERSION, ResourceName)
If ActiveVersion = ""
Then
Goto
SKIP_VERSION_CHECK
End If
If ActiveVersion = ResourceVersion
Then
Exit
End If
' DMP_AUTO_BUILD VERSION-CHECK END
SKIP_VERSION_CHECK:
' DMP_AUTO_BUILD INSTALL-CHECK START
ProcessorType = SysInfoCpuType()
If ProcessorType <> I_PENTIUM
Then
DmSetStatus(INSTALL_HENVERROR)
ErrorExit
End If
Capacity = SysInfoHDEmpty("C:")
If Capacity < 100
Then
DmSetStatus(INSTALL_CAPAERROR)
ErrorExit
End If
Capacity = SysInfoMemory(REAL_MEMORY)
If Capacity < 32
Then
DmSetStatus(INSTALL_HENVERROR)
ErrorExit
End If
OsVersion = SysInfoOSVersion(WINDOWS)
If OsVersion < "0400"
Then
DmSetStatus(INSTALL_SENVERROR)
ErrorExit
End If
' DMP_AUTO_BUILD INSTALL-CHECK END
INSTALL_NO_CHECK:
' DMP_AUTO_BUILD SOFTWARE-CHECK START
PremiseVersion = VerInfoEx(PACKAGE_ID, "TEST01")
If PremiseVersion <> ""
Then
DmSetStatus(INSTALL_PSVRERROR)
ErrorExit
End If
PremiseVersion = VerInfoEx(PACKAGE_NAME, "集計データ001")
If PremiseVersion < "0000
0000"
Then
DmSetStatus(INSTALL_PSVRERROR)
ErrorExit
End If
PremiseVersion = VerInfoEx(PACKAGE_ID, "TEST02")
If PremiseVersion = "0100
0000"
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Then
DmSetStatus(INSTALL_PSVRERROR)
ErrorExit
End If
' DMP_AUTO_BUILD SOFTWARE-CHECK END
' DMP_AUTO_BUILD AUTO-INSTALL START
InstallBeforeProgram = "C:¥USERS¥DEFAULT¥before.exe"
Shell(InstallBeforeProgram)
Backup()
Install("C:¥USERS¥DEFAULT")
DelBackup()
InstallAfterProgram = "C:¥USERS¥DEFAULT¥after.exe"
Shell(InstallAfterProgram)
' DMP_AUTO_BUILD AUTO-INSTALL END
' DMP_AUTO_BUILD CREATE-SHORTCUT START
CreateShortCut("c:windows¥デスクトップ※", "c:
¥USERS¥DEFAULT¥test01.exe", "業務用テストツール")
' DMP_AUTO_BUILD CREATE-SHORTCUT END
End Function
注※ 「デスクトップ」は半角のかたかなを使用してください。

（2） コレクトスクリプトの作成例
Function main()
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-DIM START
Dim CollectBeforeProgram As String
Dim CollectAfterProgram As String
Dim CollectErrorProgram As String
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-DIM END
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-ON_COLLECTIONERROR START
On CollectionError
Do
CollectErrorProgram = "C:¥USERS¥DEFAULT¥ERROR.exe"
Shell(CollectErrorProgram)
'収集失敗時の実行プログラムを起動
End
' DMP_AUTO_BUILD DECLARE-ON_COLLECTIONERROR END
' DMP_AUTO_BUILD AUTO-COLLECTION START
CollectBeforeProgram = "C:¥USERS¥DEFAULT¥BEFORE.exe"
Shell(CollectBeforeProgram)
'収集前の実行プログラムを起動
Collection(COLLECTION_START)
'収集設定の初期化
Collection("C:¥USERS¥DEFAULT¥user.data")
'収集ファイルの設定
Collection("%WINDOWS%¥WIN.INI")
Collection("%SYSTEM%¥DRIVERS¥ETC") '収集ディレクトリの設定
Collection(COLLECTION_END)
'収集の実行
CollectAfterProgram = "C:¥USERS¥DEFAULT¥AFTER.exe"
Shell(CollectAfterProgram)
'収集後の実行プログラムを起動
' DMP_AUTO_BUILD AUTO-COLLECTION END
End Function
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（1） 08-50 の変更内容
● Active Directory の情報を配布管理システムに取り込んで，ジョブのあて先に指定し
たり，インベントリビューアから参照したりできるようにした。
● ソフトウェアの稼働情報として，Web アクセスログ，印刷操作および外部メディア操
作の履歴を取得できるようにした。また，印刷操作および外部メディア操作を抑止で
きるようにした。
● AMT に対応したコンピュータをクライアントとして使用している場合に，クライアン
トの BIOS をリモートコントロールできるようにした。また，配布管理システムに
セットされた FD から，クライアントに対して診断プログラムを実行できるようにし
た。
● 適用 OS に Windows Server 2008 を追加した。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。
● マネージャと中継マネージャで，下位システムから通知された稼働情報を保存するか
どうかを選択できるようにした。また，中継マネージャに通知された稼働情報を，上
位システムに通知するかどうかを選択できるようにした。
● 稼働監視ポリシーをファイルに出力できるようにした。また，出力したファイルを読
み込んで，稼働監視ポリシーを追加できるようにした。
● OS が 64 ビット版の Windows Vista のクライアントに対して稼働監視機能を使えるよ
うにした。
● WSUS 3.0 と連携できるようにした。また，階層化構成の WSUS と連携する場合に，
最上位の WSUS と下位の WSUS の同期，および下位の WSUS コンピュータグルー
プへのクライアント登録を実行できるようにした。
● Windows のリモートデスクトップでの操作をサポートした。
● ソフトウェアインベントリ情報の更新日時を協定世界時（UTC）で管理できるように
した。
● Windows Server 2008・Windows Vista 版 JP1/NETM/DM Client を中継システムと
しても運用できるようにした。

（2） 08-12 の変更内容
● OS が Windows Vista のクライアントに対して秘文連携機能を使えるようにした。ま
た，秘文連携機能を利用できる秘文製品のバージョンに 07-80，08-01 を追加した。

（3） 08-11 の変更内容
● WUA 3.0 を利用して，クライアントのパッチ情報を取得できるようにした。
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●「Asset Information Manager Limited」から，業務目的に合わせてインベントリ情報
を集計できるようにした。
● Microsoft .NET Framework 3.0 に対応し，無線 LAN 環境のクライアントに対して
「AMT 連携機能」を使用できるようにした。
● 取得できるシステム情報に，セキュリティ関連の項目を追加した。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。また，各ウィルス
対策製品で常駐 / 非常駐が判定される機能を記載した。
● ソフトウェア情報の取得時に，日立プログラムプロダクトの情報を「アプリケーショ
ンの追加と削除のソフトウェアを検索」で取得できるようにした。
● OS が Windows Vista のクライアントから，ファイル操作の操作履歴を取得できるよ
うにした。
● 操作履歴の格納先および退避先のディレクトリに，ネットワークドライブを使用でき
るようにした。
● 秘文で取得した操作ログを，［操作ログ一覧］ウィンドウで管理できない旨を削除し
た。
● パッチを取得する機能で使用するデータベースの領域を，データベースマネージャで
作成できるようにした。また，パッチを取得できるプログラムの種類に，Windows
Mail を追加した。
● Embedded RDB の，データベースの領域サイズのデフォルト値，最小値および最大値
を変更した。また，データベースマネージャで，Embedded RDB の作業表領域のサイ
ズを指定できるようにした。
● Embedded RDB のデータベース見積もり式に，稼働監視履歴の計算式を追加した。
● Microsoft SQL Server のデータベース見積もり式に，レジストリ取得項目の計算式を
追加した。
● 対象製品にバンドル版の JP1/NETM/DM Client を追加した。
● インストール完了時に Readme を表示するチェックボックスを削除した。
● ログの世代管理数およびエントリ数を設定できないログファイルを記載した。
● 次に示す Embedded RDB 用のコマンドで，リターンコードが出力されるようにした。
• netmdb_backup.bat
• netmdb_reload.bat
• netmdb_reorganization.bat
• netmdb_unload.bat
● JP1/NETM/DM 未導入ホストを検出する機能で，VPN 環境などの探索経路上に
SNMP に応答しないルータがある場合にも，ホストを探索できるようにした。
●「Asset Information Manager Limited」のバックアップ手順を記載した。
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● ソフトウェア情報の取得時に，
［アプリケーションの追加と削除］または［プログラム
の追加と削除］に登録されているソフトウェアについては，インストール日時を取得
できるようにした。
● テキスト入力のユーザインベントリ項目の場合に，
「'」を入力できるようにした。
● あて先グループの自動メンテナンスを使用して，ユーザインベントリ情報を基にあて
先グループを作成する場合に，あて先グループ名として使用できる文字数の上限を，
半角で 32 文字（全角 16 文字）に修正した。
● JP1/NETM/DM にトラブルが発生した場合に，コマンドでトラブル情報を取得できる
ようにした。
● 次に示すイベント ID のイベントログメッセージを追加した。
• 11026
• 11027
• 11028
• 16029
• 16030
また，監視をお勧めするイベントログメッセージに，イベント ID「16030」のイベン
トログメッセージを追加した。
● メッセージ ID「KDSF0098-W」の対処方法を変更した。

（4） 08-10 の変更内容
● JP1/Base と連携して，JP1/NETM/DM を使用するユーザを管理できる機能を追加し
た。
● ソフトウェアの稼働状況の監視機能で，クライアントでのソフトウェアの稼働時間を
取得できるようにした。また，取得した稼働時間を［ソフトウェア稼働状況］ウィン
ドウで集計する機能を追加した。
●［ファイル操作トレース］ウィンドウで，操作ログを追跡調査できるようにした。
● Microsoft 社から提供される更新プログラムや Service Pack などのパッチを取得でき
る機能を追加した。
● クライアントへ HTML 形式のメッセージを通知する機能を追加した。
● JP1/NETM/DM Manager の操作を監査ログとして出力できる機能を追加した。
●［操作ログ集計］ウィンドウで，部署ごとに操作ログを集計できるようにした。
● Windows Vista に対応した次のプログラムを対象製品に追加した。
• JP1/NETM/DM Client
• JP1/NETM/DM Client - Base
• JP1/NETM/DM Client - Delivery Feature
• JP1/NETM/DM Client - Remote Control Feature
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● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。
● 稼働監視ポリシーにバージョンおよび世代番号を付けて，どのバージョンの稼働監視
ポリシーが適用されているかがわかるようにした。
● 中継システムに直接接続できるクライアント数の説明を変更した。
● データベース容量を見積もるための算出式の説明を，計算対象が明確になるように改
善した。
● クライアントの基本ログメッセージ「KDSF0096-W」の内容を変更した。
● AIT ファイル作成時に，パッケージ情報ツールから PP 識別情報ファイルを生成でき
るようにした。
● AIT ファイル編集時のメッセージ「AITG123-E」「AITG124-E」「AITG125-E」を追
加した。

（5） 08-02 の変更内容
● AMT に対応したコンピュータをクライアントとして使用している場合に，次の機能を
利用できるようにした。
• AMT の電源制御の機能を利用したクライアントの制御
• AMT 不揮発性メモリへのホスト識別子の保管
● 秘文連携機能でサポートする秘文についての説明を追加した。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。
●［操作ログ一覧］ウィンドウから JP1/ 秘文の操作ログを参照できる対象製品として，
JP1/ 秘文 CG Pro を追加した。
● あて先グループおよび ID の自動メンテナンスのポリシー情報が記述されたテキスト
形式ファイルを入出力できるようにした。
● ID の自動メンテナンスのポリシー種別に，ユーザインベントリ項目を追加した。
●「Asset Information Manager Limited」のセットアップおよびデータベースの作成方
法を変更した。
● Embedded RDB の一部のデータベース項目についてデータ型を変更し，作成される
データベース容量を削減した。
● 運用キーにホスト名を使用したクライアントが接続先の上位システムを名前解決でき
ない場合に，受信した実行要求情報の IP アドレスを基に上位システムを名前解決して
接続できる機能を追加した。
● JP1/NETM/DM Client をリモートインストールするときに，インストール中のダイア
ログを表示しないようにする設定を追加した。
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（6） 08-00 の変更内容
● リレーショナルデータベースのプログラムに Microsoft SQL Server 2005 を使用でき
るようにした。
● JP1/NETM/DM Manager が標準提供するリレーショナルデータベースとして，
「Embedded RDB」を使用できるようにした。また，簡易データベースを未サポート
とした。
●［検索］ダイアログボックスで，ホスト名または IP アドレスをキーにホストを検索で
きるようにした。
● あて先グループの自動メンテナンス機能で，クライアントの OS のサブバージョンご
とにグルーピングできるようにした。
● ソフトウェアの稼働監視機能で，指定したソフトウェアおよびパスの起動を許可する
か抑止するかを選択できるようにした。また，指定した項目以外のすべてのソフト
ウェアの起動を許可するか抑止するかを選択できるようにした。
● ソフトウェアの稼働監視機能で，ファイル操作時の履歴を取得できるようにした。
● クライアントの稼働情報を［操作ログ一覧］ウィンドウで参照できるようにした。
● WUA 2.0 を使用して適用済みパッチ情報を取得できるようにした。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。また，英語版のク
ライアントが混在する場合，英語版の Microsoft Office 製品およびウィルス対策製品
の情報も同時に取得できるようにした。
● 秘文連携機能を使って JP1/ 秘文または秘文をリモートインストールしたり，インス
トール済みの JP1/ 秘文または秘文の詳細情報を取得したりできるようにした。
●［あて先の追加］ダイアログボックス，［パッケージの追加］ダイアログボックス，お
よび［ジョブの保存］ダイアログボックスのサイズを変更できるようにした。
● ユーザインベントリ項目の選択項目の上限を，255 個から合計サイズ 51,254 バイトへ
変更した。また，階層化されたユーザインベントリ項目の場合は，上位の項目と合わ
せて 102,509 バイトの上限も追加した。
● パッケージの分割配布で，中継システムから下位のシステムへの実行状況を上位シス
テムで確認できるようにした。
● クライアントの接続先を自動で変更するタイミングに，ポーリング時を追加した。
● JP1/NETM/Client Security Control との連携時にクライアントセキュリティ管理を設
定する機能を追加した。
● WWW ブラウザからの JP1/NETM/DM の管理機能，および WWW ブラウザからのク
ライアントインストール機能を未サポートとした。
● 差分情報の配布機能を未サポートとした。
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（7） 07-53 の変更内容
● WUA 2.0 を使用して未適用パッチ情報を取得できるようにした。
● WSUS と連携して，更新プログラムを管理できるようにした。
● 適用 OS に Windows Server 2003 (x64) を追加した。
● インストールディレクトリおよびワークディレクトリに「(」および「)」を指定でき
るようにした。
● システム構成情報に重複して登録されているホストを検索して，更新日時が古いホス
トを削除できるようにした。
● クライアントがポーリングを開始するタイミングを遅延させるオプションを追加した。
● ファイアウォール環境で JP1/NETM/DM Manager Embedded RDB Edition を使用す
る設定についての説明を追加した。
● 取得できるシステム情報の CPU 種別を追加した。
● ソフトウェア情報の取得時に，標準検索リストを使用するかどうかを選択できるよう
にした。
● UNIX のクライアントにパッケージを配布した場合で，外部プログラムを起動させた
ときに，外部プログラムの終了コードをサーバで参照できるようにした。
● JP1/NETM/DM からセキュリティ PC に，セキュリティ PC 用のアップデートデータ
をインストールできるようにした。
● 情報を取得できるウィルス対策製品を追加した。
●［ジョブの作成］ダイアログボックスの［オプション］パネルの「検索除外ディレクト
リ」
，および［コレクトファイル］パネルの「収集パス名」に指定できる環境変数の説
明を追加した。
● リモートインストールマネージャでソフトウェア情報として表示されるときに，形式
が変換されるホットフィックスの名称を追加した。
● クライアントの基本ログメッセージ「KDSF0060-I」
「KDSF0090-I」の内容を変更し
た。
● クライアントの基本ログメッセージに「KDSF0097-I」
「KDSF0098-W」
「KDSF0099-E」を追加した。
● 64 ビット版 JP1/NETM/DM Client Light Edition を追加した。

（8） 07-52 の変更内容
● リモートインストールマネージャの［ジョブ実行状況］ウィンドウに，JP1/NETM/
CSC から実行した「メッセージの通知」ジョブを格納するフォルダを作成するように
した。
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● ホスト探索時にホスト名を取得するかどうかを選択できるようにした。また，ホスト
の情報を取得する範囲を選択できるようにした。
● オフラインマシンから Microsoft Office 製品およびウィルス対策製品のインベントリ
情報を取得できるようにした。
● 抑止履歴および操作履歴のバックアップを取得する方法についての説明を追加した。
● イベント ID「19003」のイベントログメッセージを追加した。

（9） 07-50 の変更内容
● JP1/NETM/Client Security Control と連携して，システムのセキュリティ対策を強化
できるようにした。
●「ソフトウェア情報の取得」ジョブで，コンピュータに適用されていないパッチの情報
を取得できるようにした。それに伴って，コンピュータに適用されていないパッチの
情報をリモートインストールマネージャで表示できるようにした。
また，保守コード「3000EF300000」のイベントログメッセージを追加した。
● クライアントのソフトウェアの稼働状況を監視して，ソフトウェアの起動を抑止した
り，操作履歴を取得したりできるようにした。それに伴って，抑止履歴および操作履
歴をリモートインストールマネージャで表示できるようにした。
また，イベント ID「16016」〜「16020」のメッセージを追加した。
● 管理者からクライアントへ，メッセージを通知できるようにした。
● クライアントで更新されたインベントリ情報が，自動的に上位システムへ通知される
ようにした。
● ID にポリシーを設定することで，新規に追加されたクライアントを自動的に ID へ登
録できる，ID の自動メンテナンス機能を追加した。
● JP1/NETM/DM Manager Embedded RDB Edition を追加した。
● ネットワーク上に存在するホストを探索して，JP1/NETM/DM 未導入ホストを検出で
きるようにした。
● JP1/NETM/Asset Information Manager がインベントリ情報の更新を監視するための
情報を，データベースのテーブルに追加した。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。また，適用 OS が
Linux でバージョンが 07-50 以降のクライアントから，ウィルス対策製品の情報を取
得できるようにした。
● リモートインストールマネージャで，ソフトウェア情報として表示されるホット
フィックスの形式を改善した。
● 監視をお勧めするイベントログメッセージの要因と対処を追加した。
● クライアントの基本ログメッセージ「KDSF0103-I」を追加した。
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● クライアントの基本ログメッセージ「KDSF0060-I」
「KDSF0092-E」の内容を変更し
た。
● JP1/NETM/DM が提供する AIT ファイルを追加した。

（10）07-11 の変更内容
● JP1/NETM/DM Client がインストールされている PC に，ネットワークを介さないで
ソフトウェアをインストールできるようにした。
● インストールセットを使用して JP1/NETM/DM Client を上書きインストールできる
ようになったため，インストールセットを使用する場合と WWW ブラウザからインス
トールする場合の違いを示す表から，上書きインストールについての記述を削除した。
また，JP1/NETM/DM Client のセットアップ情報の設定方法に，インストールセット
を使用して上書きインストールする場合の記述を追加した。
● ネットワーク内に存在するホストの情報が記述された CSV 形式ファイルを読み込むこ
とで，JP1/NETM/DM がインストールされていないホスト（JP1/NETM/DM 未導入
ホスト）を検出できるようにした。
● 取得できるシステム情報の CPU タイプに，7 種類の CPU を追加した。
● ターミナルサービス環境での JP1/NETM/DM の運用方法についての説明を追加した。
● JP1/NETM/DM のクラスタシステムの OS として，Microsoft Windows Server 2003,
Enterprise Edition が対応していることを追加した。
●「ソフトウェア情報の取得」ジョブで，コンピュータに適用されているパッチの情報を
取得できるようにした。
また，リモートインストールマネージャおよびパッケージセットアップマネージャで，
取得したパッチの情報を表示できるようにした。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。
● ユーザインベントリ項目の作成時に，コメント欄に指定できない半角記号を「;」
（セ
ミコロン）だけにした。
●「ユーザインベントリ情報の転送」ジョブ作成時に，クライアントでユーザインベント
リを設定するダイアログボックスのキャンセルの可否，およびクライアントでユーザ
インベントリを設定したあとの動作を設定できるようにした。
● 取得した Microsoft Office 製品およびウィルス対策製品の情報を，CSV 形式ファイル
に出力できるようにした。
● AIT ファイルを作成および使用する場合の注意事項を追加した。
● 64 ビット版 JP1/NETM/DM Client の機能についての説明を追加した。
● JP1/NETM/DM が提供する AIT ファイルを追加した。
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（11）07-10 の変更内容
● JP1/NETM/Asset Information Manager の操作画面から，ソフトウェアの配布および
配布状況の確認ができることを追加した。
●「クライアント Web インストール」および「スタートアップキット機能支援ツール」
がインストールされた PC に対しては，JP1/NETM/DM Client をインストールできな
いようにした。
● Administrator 権限を持たないユーザがログインしている JP1/NETM/DM
SubManager でもリモートインストールができるようにした。
● パッケージを上書きインストールしようとしてエラーが発生した場合に，上書きされ
る側のインストール済みパッケージの情報を保管できるようにした。
● ネットワークアダプタの優先順位の設定に従って，クライアントの IP アドレスを上位
システムに通知できるようにした。
● システム構成に含まれていないホストのインベントリ情報を削除できるようにした。
● 取得できるシステム情報に，Intel IPF シリーズの「Intel IPF CPU」および「Intel
Itanium 2」を追加した。
● 取得できるシステム情報に，Windows Installer のバージョン情報「Windows
Installer」を追加した。また，インベントリビューアで「Windows Installer」を集計
できるようにした。
● JP1/NETM/DM のクラスタシステムの OS として，Microsoft Windows Server 2003,
Enterprise Edition を追加した。
● リモートインストールマネージャから，登録したツールを起動できるようにした。
● Windows Installer を使用してインストールするプログラムをサイレントインストー
ルできるようにした。
● UNIX 版 JP1/NETM/DM Client 07-10 以降に対して，パッケージのインストール後
に，クライアントマシンを自動的に再起動するかどうか指定できるようにした。
●［ジョブ定義］ウィンドウで，［F5］キーを押して選択したジョブを実行したとき，確
認ダイアログボックスが表示されるようにした。
● CPU クロック数の取得方式を変更した。
● ソフトウェア情報として取得できる Microsoft Office 製品を追加した。
● ソフトウェア情報として取得できるウィルス対策製品を追加した。
● リモートインストールマネージャで，ソフトウェア情報として表示されるホット
フィックスの形式を改善した。
● インベントリビューアで，
「OS の言語」を集計できるようにした。
● 次のコマンドを JP1/NETM/DM SubManager で実行できるようにした。
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dcmcoll.exe，dcminst.exe，dcmjbrm.exe，dcmjexe.exe，dcmpkrm.exe，
dcmrmgen.exe，dcmrtry.exe，dcmstat.exe，dcmstsw.exe
● 保守コード「300097140000」および「30009F070000」のイベントログメッセージの
要因と対処を変更した。
● 監視をお勧めするイベントログメッセージの要因と対処を記載した。
● JP1/NETM/DM Manager と JP1/NETM/DM SubManager の機能差異についての記
述を追加した。
● Windows Installer のモジュールを配布するための AIT ファイルを提供した。

（12）07-00 の変更内容
● Windows 95 を JP1/NETM/DM Client の適用 OS 外とした。ただし，07-00 より前の
バージョンの JP1/NETM/DM Client もバージョン 07-00 の上位システムに接続でき
るため，OS が Windows 95 の場合の説明をマニュアルに記載している。
●「ソフトウェア情報の取得」ジョブの検索対象ソフトウェアに，
「Microsoft Office 製品
を検索」と「ウィルス対策製品を検索」が追加された。また，これらの製品名，ウィ
ルス定義ファイルのバージョン，およびウィルス対策製品の常駐設定別に，ホストの
台数を集計できるようにした。
● ソフトウェアのインストーラに自動応答するスクリプトファイル，AIT ファイルが作
成できるようになった。AIT ファイルは，配布するソフトウェアとともにパッケージ
ングしてリモートインストールすると，ソフトウェアを自動インストールできる。
● 差分情報の取得および差分情報のパッケージングは，07-00 以降の JP1/NETM/DM で
は未サポートとした（なお，07-00 より前のバージョンの JP1/NETM/DM で作成した
差分パッケージを使用することはできる）。
● クライアントの情報をローカルシステムビューアで確認できるようにした。
● クライアントのシステム監視をして，異常発生時にアラートをローカル PC や上位シ
ステムへ通知できるようにした。
● クライアントから通知されたアラートを，上位システムのアラート情報ファイル，イ
ベントビューア，JP1/IM で確認できるようにした。
● クライアントセットアップのデフォルト値を変更した。
●［リモートインストール クライアント］アイコンおよび［リモートインストール ロ
グオンマネージャ］アイコンを，Windows の［スタートアップ］グループに作成しな
いようにした。
●［NETM_DM_P スタートアップ］フォルダの作成を選択できるようにした。
● 接続先が未定の場合も，「?」を設定することで JP1/NETM/DM Client が動作するよ
うにした。
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● ジョブの中断と再開について，以下のことをできるようにした。
• ファイル転送の中断ジョブおよびファイル転送の再開ジョブのあて先に，中継マ
ネージャを指定できるようにした。
• JP1/NETM/DM Manager のリモートインストールマネージャで，自システムとそ
の下位システムとのファイル転送を中断および再開できるようにした。
• UNIX 版の下位システムとの間で中断および再開できるようにした。
• ファイル転送を中断および再開する dcmsusp コマンドを追加した。
●［ジョブの配布属性］パネルで，ファイル転送が中断中でもジョブを配布するかどうか
設定できるようにした。
● クライアントが非常駐の場合でも，一般ユーザ権限でログオンしたときに，クライア
ントでインストールできなかったパッケージをインストールできるようにした。
● JP1/NETM/DM の Version 7i へのアップグレードと同時にリレーショナルデータベー
スをアップグレードする場合の手順を追加した。
● ソフトウェア検索リストにバージョンを設定しない場合で，検索対象ファイルのバー
ジョンリソースからバージョンを取得できなかったときは，バージョンに「0000」が
設定されるようにした。
● ソフトウェア検索リストを使用した検索時に，サイズが 0 バイトのファイルも検索で
きるようにした。
●［ジョブ実行状況］ウィンドウからインベントリビューアを起動し，あて先の詳細情報
を表示できるようにした。
●［システム構成］および［あて先］ウィンドウから集計を実行したとき，ホストおよび
あて先グループの選択状態が，インベントリビューアの［対象選択］ウィンドウに反
映されるようにした。また，
［システム構成］および［あて先］ウィンドウから，テン
プレートを指定して集計を実行できるようにした。
●［JP1/NETM/DM アンアーカイバ］
，［JP1/NETM/DM パッケージャ］，および
［Package Setup Manager］ウィンドウのフォントを設定できるようにした。
● Windows CE 版 JP1/NETM/DM Client を，Windows CE .NET 4.1 で利用できるよう
にした。
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付録 F 用語解説
（数字）
64 ビット版 JP1/NETM/DM Client
JP1/NETM/DM システムで，OS が Windows Server 2003 (IPF) のコンピュータを，クライアント
として管理するために必要なプログラムです。

64 ビット版 JP1/NETM/Remote Control Agent
OS が Windows Server 2003 (IPF) のコンピュータを使用する場合に，リモートコントロールされる
側にインストールするプログラムです。JP1 Version 7i の JP1/NETM/DM Client のリモートコント
ロールエージェントと同等の機能を持っています。

（英字）
AIT ファイル
専用のインストーラなどを使用して対話形式でソフトウェアをインストールするときの手順を記録
したファイルで，Automatic Installation Tool を使用して作成します。JP1/NETM/DM では，一部
の他社ソフトウェア用の AIT ファイルを提供しています。また，ユーザが AIT ファイルを作成する
こともできます。

Asset Information Manager Limited
JP1/NETM/DM で取得したインベントリ情報および操作ログを，目的に合わせて集計，検索できる
GUI を提供するコンポーネントです。
「Asset Information Manager Limited」をインストールすることで，リモートインストールマネー
ジャからソフトウェアの稼働情報を管理するウィンドウを起動することもできます。
JP1/NETM/Client Security Control と連携する場合の，クライアントセキュリティ管理用の GUI
も提供します。

Embedded RDB
JP1/NETM/DM Manager が提供する，組み込み型のリレーショナルデータベースです。JP1/
NETM/DM Manager のインストール時に Embedded RDB を使用するかどうか選択できます。

ID
複数のクライアントあてにリモートインストールをするために，クライアントをグルーピングする
方法の一つです。ID に所属するクライアントは，クライアントまたは配布管理システムで登録しま
す。

ID 管理中継
ID ジョブおよび ID に属するクライアントを管理する中継マネージャまたは中継システムです。ID
ジョブが実行されると，ID 管理中継は ID ジョブを自システムに保管し，この ID に属するクライア
ントに対してジョブを実行します。
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ID ジョブ
あて先に ID を指定して実行するジョブです。

InstallShield 環境削除ツール
インストール環境を初期化するツールです。JP1/NETM/DM Client のインストール中にエラーが発
生しインストールが中止された場合，再インストールする前に実行します。

JP1/AJS2
JP1/AJS2 は，業務を自動的に運用するためのプログラムです。処理を順序付けて定期的に実行した
り，特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/Base
JP1/IM の基盤機能を提供するプログラムです。
JP1 イベントの送受信や，ユーザの管理，起動の制御などをします。また，JP1/IM システムのエー
ジェントとしての役割も持ちます。
JP1/Base は，JP1/IM - Manager の前提プログラムです。

JP1/Cm2 または HP OpenView
ネットワークの障害管理，構成管理および性能管理を実現するプログラムの総称です。

JP1/IM
JP1/IM は，分散システムを集中的に監視するためのプログラムです。分散システム内での業務の実
行状況や障害などの情報は，JP1 イベントとして，JP1/IM に送られます。JP1/IM は，JP1 イベン
トを登録，管理し，システム管理者の端末に表示します。

JP1/NetInsight II -PortDiscovery
ネットワークに接続している機器の情報を収集し，ネットワークの構成の一覧を作成するプログラ
ムです。ネットワークに接続されている機器の種別や IP アドレスなどの情報を一覧形式で確認でき
ます。また，定期的にネットワークの構成情報を収集したり，不正な接続を監視したりすることも
できます。

JP1/NETM/Asset Information Manager
ネットワーク装置を含めたハードウェア情報，ソフトウェア情報，契約情報などをデータベースに
一元管理することで，資産の導入，ソフトウェアのライセンス管理，機器の保守などに伴う IT 資産
管理業務の合理化および管理コストの低減を支援するプログラムです。

JP1/NETM/Audit - Manager
内部統制の有効性を評価するために必要な証跡記録を一元管理し，内部統制の報告書作成や監査業
務を支援するプログラムです。ユーザ情報やシステム構成の変更などの証跡記録を利用して，業務
の正当性を確認したり，リソースへの操作やアクセス状況を監査したりできます。

JP1/NETM/DM システム
JP1/NETM/DM がインストールされたホストで構成されるネットワーク全体のことです。

JP1/NETM/DM 未導入ホスト
JP1/NETM/DM がインストールされていないホストです。
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JP1/ 秘文 CG Pro
Microsoft Office 文書を暗号化して専用の USB メモリに格納し，持ち出した Microsoft Office 文書
を USB メモリにインストールされた専用ツールでしか閲覧・編集できないようにする製品です。
JP1/ 秘文 CG Pro を使用することで，外部に持ち出した USB メモリからの情報流出を防止できま
す。JP1/ 秘文と連携して操作ログを取得する場合，管理対象のクライアントにインストールします。

JP1/ 秘文 IC
データを暗号化する製品です。JP1/ 秘文の操作ログを取得する場合，管理対象のクライアントにイ
ンストールします。

JP1/ 秘文 IF
データを外部媒体に格納して持ち出すことを禁止（または許可）する製品です。JP1/ 秘文の操作ロ
グを取得する場合，管理対象のクライアントにインストールします。

JP1/ 秘文 IS
ファイルサーバと連携して，ファイルサーバ上の共有機密フォルダに対するアクセスを制御する製
品です。JP1/ 秘文の操作ログを取得する場合，管理対象のクライアントにインストールします。

JP1 イベント
システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象に関して JP1/Base に通知される情報です。

JP1 ユーザ
JP1/Base と連携してユーザ管理をする場合に，JP1/NETM/DM のユーザ認証に使用するアカウン
トの名称です。JP1/Base がインストールされた認証サーバで設定します。JP1 ユーザは，JP1/IM
や JP1/AJS2 でのユーザ認証にも使用されています。

Microsoft SQL Server
Windows NT 上で動作する，Microsoft 社のリレーショナルデータベース管理システムです。JP1/
NETM/DM の情報を管理するリレーショナルデータベース管理システムとして，Microsoft SQL
Server が使用できます。

SQL
リレーショナルデータベース用の言語の一種です。構造化照会言語とも呼ばれます。

Visual Test
Windows 環境で動作するアプリケーションプログラムのデバッグ作業を支援するプログラムです。

Wake on LAN
Wake on LAN は LAN で接続されたネットワーク上のマシンに対して，ネットワーク経由でほかの
マシンからリモートで起動するための規格です。

Windows CE 版 JP1/NETM/DM Client
JP1/NETM/DM システムで，OS が Windows CE の PDA を，クライアントとして管理するために
必要なプログラムです。

Windows Server 2008・Windows Vista 版 JP1/NETM/DM Client
JP1/NETM/DM システムで，OS が Windows Server 2008 および Windows Vista のコンピュータ
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を，クライアントとして管理するために必要なプログラムです。また中継システムとしても使用で
きます。

（ア行）
アーカイブ
複数のファイルを一つにまとめることです。

あて先グループ
複数のクライアントあてにリモートインストールするためにクライアントをグルーピングする方法
の一つです。業務や組織ごとなど配布目的に合わせ，配布管理システムからホストをグルーピング
します。

アプリケーションゲートウェイ方式
ファイアウォール実現方式の一つです。パケットの中継を禁止して，アプリケーションゲートウェ
イでアクセスを制御します。外部から内部にアクセスする場合には，ゲートウェイのログインとパ
スワードを入力させ，内部に直接アクセスできないようにします。

アラート通知
「アラート」とは，プログラムから表示されるメッセージの一つです。ユーザの操作によって，何ら
かの問題や重大なエラーが発生するおそれのある場合，ユーザに対して注意を促したり警告を与え
たりするために表示されます。
JP1/NETM/DM では，クライアントのシステム監視中にハードウェアの異常などを検知した場合
に，ポップアップメッセージなどでユーザに通知することを「アラート通知」と呼びます。

アンアーカイバ
リモートコレクト時に，アーカイブされたファイルや，圧縮されたファイルを元の形式に復元する
ためのプログラムです。

インストールスクリプト
インストール処理の手順を記述したスクリプトで，クライアントで実行します。パッケージを作成
するときに，自動的に生成されます。ユーザ独自のインストールスクリプトを作成してユーザ固有
の処理をすることもできます。

インストールソフトウェア情報
「Asset Information Manager Limited」で，各機器にインストールされているソフトウェアを管理
するための情報です。
インストールソフトウェア情報は，配布管理システムで管理しているインベントリ情報などを
「Asset Information Manager Limited」のデータベースに取り込んで利用するための情報です。
そのため，ソフトウェアの名称およびバージョンは，JP1/NETM/DM など，情報の取り込み先で管
理されている内容となります。

インストールソフトウェアリスト
「Asset Information Manager Limited」で，各機器にインストールされているソフトウェアの名称
を管理するための情報です。また，インストールソフトウェアに対する各種設定を管理するために
も使用します。
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インストールタイミング
パッケージをクライアントにインストールするタイミングです。クライアントの起動時にインス
トールする「システム起動時インストール」，またはパッケージがクライアントに転送された時点で
インストールする「通常インストール」を選択できます。

インストールモード
クライアントでのパッケージのインストール方法です。インストーラを使用する「GUI インストー
ルモード」
，インストーラを使用しないでファイルのコピーだけでインストールする「バックグラウ
ンドインストールモード」の 2 種類があります。

インベントリ情報
クライアントでのハードウェアの使用状況やインストールされているソフトウェアの種類など，ク
ライアントの管理に必要な情報です。インベントリ情報は，配布管理システムからジョブを実行し
て取得します。

インベントリビューア
クライアントから取得したインベントリ情報の表示や集計ができるウィンドウで，多様なレポート
機能を持っています。JP1/NETM/DM Manager で使用できます。

オフラインインストール
インストール媒体を使用することで，ネットワークを介さないでソフトウェアをインストールする
機能です。

オフラインフォルダ
オフラインマシンから取得したインベントリ情報および稼働情報を管理するフォルダです。［システ
ム構成］ウィンドウおよび［あて先］ウィンドウに，
「{OFFLINE}」という名称で表示されます。

オフラインマシン
JP1/NETM/DM のシステム構成情報に登録していない，Windows のクライアントです。例えば，
次のような PC です。
• スタンドアロンで使用していて，JP1/NETM/DM Client（クライアント）をインストールしてい
る PC
• ネットワーク内で JP1/NETM/DM Client（クライアント）をインストールしているが，JP1/
NETM/DM のシステム構成情報に登録していない PC
なお，オフラインマシンからもインベントリ情報と稼働情報を取得できます。また，オフラインマ
シンにソフトウェアをインストールすることもできます。

オフラインマシン情報
オフラインマシンから取得したインベントリ情報と稼働情報のことです。

（カ行）
外部メディア操作
ソフトウェアの稼働状況の監視対象の一つです。USB 接続メディア，内蔵 CD/DVD ドライブ，内
蔵 FD ドライブ，IEEE 1394 接続メディア，および内蔵 SD カードスロットを介した書き込みまた
は読み出しを，外部メディア操作として抑止します。
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また，これらの外部メディアの接続および切断（取り外し）を，外部メディア操作の履歴として取
得します。ただし，内蔵 FD ドライブの操作は履歴取得の対象外となります。

稼働監視ポリシー
ソフトウェアの稼働状況を監視する場合に設定する条件です。起動を抑止するソフトウェアや，履
歴を取得する操作を設定します。

監査ログ
JP1 製品が共通で出力するログです。
「だれが」
，「いつ」
，
「どのような操作を実行したか」を示しま
す。出力された監査ログは JP1/NETM/Audit - Manager で管理され，システムの内部統制の評価と
監査に利用されます。

キャビネット
配布管理システムにあるパッケージを保管するための領域です。

業務フィルター
「Asset Information Manager Limited」で，ユーザ権限に応じて，操作画面から実行できる処理を
制限する機能です。
各操作画面の構成要素（ボタン，検索条件，編集項目など）を，ユーザ権限に応じて変更します。

クライアント
JP1/NETM/DM Client（クライアント）がインストールされたマシン，または JP1/NETM/DM
Manager または JP1/NETM/DM Client（中継システム）のクライアント機能がインストールされ
たマシンのことです。配布管理システムから直接，または中継するシステムを介してリモートイン
ストールされるソフトウェアを受信し，自システムにインストールしたり，インストール結果を配
布管理システムへ通知したりできます。

クライアント制御
ネットワーク経由で，手元の PC から離れた場所にある PC を起動したり，シャットダウンしたりす
る機能です。この機能を使って，JP1/NETM/DM では，深夜や休日などの電源が入っていない状態
の PC に対してソフトウェアをリモートインストールできます。クライアント制御を利用するには，
PC が AMT または Wake on LAN に対応し，さらに自動シャットダウンに対応していることが必要
です。

検索パターン
［操作ログ一覧］ウィンドウで操作ログを検索するための検索条件を保存したものです。主な検索目
的に使用する検索パターンは，デフォルトで登録されています。また，デフォルトで登録されてい
る検索パターンを編集したり，新規に登録したりすることもできます。

更新プログラム
Microsoft Update で提供される，OS や Microsoft Office 製品などの更新プログラムです。JP1/
NETM/DM で適用情報を収集できる「パッチ」も，更新プログラムに含まれます。

コレクトスクリプト
クライアントが実行するリモートコレクト処理の手順を記述したスクリプトです。Windows の上位
システムからリモートコレクトする場合は，ジョブ作成時に自動的に作成されます。UNIX の上位
システムからリモートコレクトする場合は，クライアント側のユーザが独自にコレクトスクリプト
を作成することによって，ユーザ固有の処理をさせることができます。
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コレクトファイル
クライアントからリモートコレクトで収集したファイルです。

（サ行）
削除ソフトウェア管理テーブル
ソフトウェアインベントリ辞書から削除したソフトウェアの情報が登録される内部テーブルです。
「ファイルを検索」を指定して「ソフトウェア情報の取得」ジョブを実行した場合，各ホストから通
知されるソフトウェア情報が削除ソフトウェア管理テーブルに登録されているときは，ソフトウェ
アインベントリ辞書には追加されません。また，各ホストのソフトウェアインベントリ情報にも追
加されません。

資源登録システム
リモートインストールするソフトウェアを配布管理システムに登録するプログラムです。Windows
の JP1/NETM/DM システムのパッケージャに相当します。UNIX の JP1/NETM/DM の用語です。

資産情報
「Asset Information Manager Limited」で，ハードウェアおよびソフトウェアを管理するための情
報です。

システム監視
あらかじめ設定した条件に従って，クライアントが特定のハードウェアの状態を監視する機能です。
システム監視中は，ローカルシステムビューアの［システム監視の状態］パネルに監視対象の状態
が表示されます。また，監視対象に異常が発生した場合は，アラートメッセージやアイコンの変化
によってユーザにアラートを通知します。クライアントが上位システムに接続している場合は，上
位システムへアラートを通知することもできます。

［システム監視］アイコン
タスクバーの通知領域に表示されるアイコンです。アイコンの状態から，システム監視機能の状態
とアラート通知の有無が確認できます。また，
［システム監視］アイコンをダブルクリックすると，
ローカルシステムビューアを起動できます。
［システム監視］アイコンを表示するには，クライアントセットアップの［システム監視］パネル
で，
「システム監視アイコンをタスクバーの通知領域に表示する」を選択します。

システム情報
JP1/NETM/DM システムを構成するホストのハードウェアの情報です。配布管理システムからジョ
ブを実行して取得します。

自動メンテナンスポリシーファイル
あて先グループおよび ID の自動メンテナンスのポリシーが記述されたテキスト形式ファイルです。

集計
JP1/NETM/DM Manager で管理している情報の種類ごとに，該当するホストの数を表示する機能で
す。リレーショナルデータベースで情報を管理しているときに使用できます。

上位システムアドレス格納ファイル
ホスト名と IP アドレスの対応が記述された設定ファイルです。ホスト名運用のクライアントが上位
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システムを名前解決できないときに，上位システムの IP アドレスを認識するために使用されます。

ジョブ
JP1/NETM/DM の機能の実行単位です。ジョブには次の 21 種類があります。
• パッケージのインストール
• 中継システムまでのパッケージ転送
• 中継システムのパッケージ一括削除
• リモートコレクト
• 中継までのリモートコレクト
• 中継サーバからのコレクトファイル収集
• 中継サーバのコレクトファイル削除
• クライアントユーザによるインストール
• システム構成情報の取得
• システム情報の取得
• ソフトウェア情報の取得
• ユーザインベントリ情報の転送
• ユーザインベントリ情報の取得
• レジストリ取得項目の転送
• 中継サーバからの結果通知保留
• 中継サーバの結果通知の保留解除
• ファイル転送の中断
• ファイル転送の再開
• メッセージの通知
• ソフトウェア稼働監視の制御
• ソフトウェア稼働情報の取得

セキュリティ PC
ハードディスクや FD などの外部記憶装置を持たない，最低限の機能だけを備えた PC です。エー
ジェントに接続してアプリケーションソフトやファイルをリモートコントロールできます。セキュ
リティ PC 用のアップデートデータは，JP1/NETM/DM を使ってリモートインストールできます。

全あて先
あて先の種類の一つです。マネージャから中継マネージャ配下のホストすべてに対してジョブを実
行するときに指定します。

操作履歴
クライアントで操作されるソフトウェアおよびファイルの情報です。操作履歴には，次の種類があ
ります。
• プロセスの起動
• プロセスの停止
• キャプションの変更
• アクティブウィンドウの変更
• マシンの起動 / 停止
• ログオン / ログオフ
• ファイル操作
• Web アクセス
• 印刷操作
• 外部メディア操作
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操作ログ
JP1/NETM/DM で取得した抑止履歴，操作履歴，および JP1/ 秘文 LogManager のデータベースに
格納されているユーザ操作ログを，
［操作ログ一覧］ウィンドウで確認する際，表示される情報をま
とめて操作ログと呼びます。

［操作ログ一覧］ウィンドウ
配布管理システムで取得したクライアントの稼働情報のうち，ソフトウェアの起動や印刷操作の抑
止履歴，およびソフトウェアやファイルの操作履歴を，さまざまな条件で抽出し，参照できる画面
です。

ソフトウェアインベントリ辞書
JP1/NETM/DM で管理するソフトウェアを設定する辞書です。
「ファイルの検索」で取得したソフ
トウェアの中から，管理対象とするソフトウェアを選択できます。また，インベントリビューアで
ライセンスを管理する場合に必要な，ライセンス情報を設定できます。

ソフトウェア検索リスト
ソフトウェア情報の取得に使用するリストです。JP1/NETM/DM が標準提供する「標準検索リス
ト」と，ユーザが任意に編集できる「ユーザ指定検索リスト」があります。

ソフトウェア情報
JP1/NETM/DM システムを構成するホストにインストールされているソフトウェアの情報です。配
布管理システムからジョブを実行して取得します。

（タ行）
中継システム
配布管理システムとクライアントの間で，リモートインストールやインベントリ情報の収集などの
ジョブを中継する JP1/NETM/DM Client のことです。

中継するシステム
配布管理システムとクライアントの間で，リモートインストールやインベントリ情報の収集などの
ジョブを中継するプログラムの総称です。

中継マネージャ
配布管理システムを階層化したシステムで，最上位の配布管理システム（マネージャ）の配下に位
置する JP1/NETM/DM Manager のことです。配布管理システムとクライアントの間で，リモート
インストールやインベントリ情報の収集などのジョブを中継できます。

重複ホスト
ホスト識別子を使用して運用している場合に，ホスト識別子が再生成されたためにシステム構成情
報に重複して登録された，同一のホストのことです。

ディレクトリ情報
Active Directory から取得するユーザ情報やコンピュータ情報のことです。取得したディレクトリ情
報は，ジョブのあて先に指定したり，インベントリビューアでクライアントの情報を参照するため
に使用したりできます。
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データベースマネージャ
データベースマネージャには，JP1/NETM/DM Manager 用と「Asset Information Manager
Limited」コンポーネント用の 2 種類があります。
JP1/NETM/DM Manager 用のデータベースマネージャは，JP1/NETM/DM Manager のコンポーネ
ントの一つで，JP1/NETM/DM で使用するリレーショナルデータベースを作成したり，メンテナン
スをしたりできます。
「Asset Information Manager Limited」コンポーネント用のデータベースマネージャは，
「Asset
Information Manager Limited」のサブコンポーネントで，
「Asset Information Manager Limited」
のリレーショナルデータベースを作成したり，メンテナンスをしたりできます。

ドメイン
ネットワーク内のホストおよびユーザを管理する単位です。

（ナ行）
認証サーバ
JP1/Base を使用した，JP1 ユーザのアクセス権限を管理するサーバです。一つのユーザ認証圏に 1
台設置する必要があります。このサーバを利用して JP1 ユーザを一括で管理します。JP1/Base と
連携して JP1/NETM/DM のユーザを管理する場合，JP1 ユーザをこのサーバに登録する必要があり
ます。

ネットワーク構成情報ファイル
ネットワークに接続されているホストの IP アドレス，MAC アドレス，サブネットマスクなどの情
報を記述した CSV 形式ファイルです。

ネットワーク情報
「Asset Information Manager Limited」で，各機器のネットワーク上の位置を管理するための情報
です。ネットワーク情報は，「IP アドレス」，
「MAC アドレス」
，「ノード名」
，「コンピュータ名」な
どを表します。

（ハ行）
配布管理システム
リモートインストールするソフトウェアを保管し，リモートインストールの実行を指示するプログ
ラムです。リモートインストールの状況や結果，各ホストにインストールしてあるソフトウェアな
どを確認できます。

パケットフィルタリング方式
ファイアウォールを通過するパケットを制限する，ファイアウォール実現方式の一つです。内部か
ら外部へのアクセスは許可して，外部から内部へのアクセスは禁止するといった運用ができます。
また，インターネットにアクセスする端末を限定できます。

パッケージ
リモートインストールをするソフトウェアの単位です。パッケージは，配布管理システムのキャビ
ネットに保管されます。
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パッケージ種別
パッケージの種類を示します。「ユーザプログラム，データ」，
「日立プログラムプロダクト」
，およ
び「他社ソフトウェア」の 3 種類があります。

パッケージセットアップマネージャ
配布管理システム，または中継システムから受け取ったソフトウェアを，クライアント側で任意に
選択してインストールするための機能です。インストールを拒否したり，インストール先のディレ
クトリを変更したりできます。

パッケージャ
リモートインストールするソフトウェアを配布管理システムに登録するプログラムです。

パッケージング
パッケージャを使用して，パッケージを作成することです。

パッチ情報ファイル
Microsoft 社のサーバからパッチを取得するための情報が記載されたファイルです。JP1/NETM/DM
でパッチを取得する場合に必要です。パッチ情報ファイルは，JP1/NETM/DM が日立 Web サーバ
に接続して取得します。Microsoft 社からのパッチの提供状況に応じて更新されます。

日立 Web サーバ
Microsoft 社からパッチを取得するために必要な，パッチ情報ファイルを提供するサーバです。日立
Web サーバは，弊社サポートサービスが提供しています。日立 Web サーバへの接続には，弊社サ
ポートサービスの契約による認証情報が必要です。

秘文連携機能
AIT ファイルを使用して，インストール済み JP1/ 秘文および秘文の詳細情報を取得したり，JP1/
秘文および秘文のインストール可否をチェックしたりする機能です。また，JP1/ 秘文および秘文関
連のログも収集できます。

ファイアウォール
インターネットと内部システムの境界に設置して，外部からの不正なアクセスが内部システムへ侵
入することを防ぐものです。

複数 LAN 接続
複数の LAN で構成されたシステムに対応する JP1 の機能です。この機能を使うと，複数の LAN に
接続されたホスト上で，JP1 の通信に使う LAN を設定できます。システムやほかのアプリケーショ
ンとは別に JP1 独自に通信設定できるので，多様なネットワーク構成や運用方法に柔軟に対応でき
ます。なお，複数の LAN に接続したホストを，マルチホームホストや複数 NIC のホストと呼ぶこ
ともあります。
JP1/NETM/DM では，次の複数 LAN 接続の環境での運用をサポートしています。
• 複数のネットワークに分かれている環境
• ネットワークが多重化されている環境

部署情報
「Asset Information Manager Limited」で，資産管理システムを利用する部門など，組織を管理す
るための情報です。部署情報は，
「部署名」
，「部署コード」
，「原価コード」などを表します。
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分割配布
ネットワークに負荷を掛けないためにユーザが指定したサイズで分割して転送し，かつ転送と転送
の間にインターバル（転送休止時間）を置きながら配布する方法です。サイズは，セットアップ時
とジョブの作成時，さらにパッケージの転送途中の中継地点でも指定できます。大容量のパッケー
ジを配布する場合に有効です。

変更履歴
「Asset Information Manager Limited」で，機器のメモリサイズやディスク容量の変更を管理する
ための情報です。CPU，メモリ，ディスクが物理的に不当に変更されていないかどうかを確認でき
ます。
変更履歴は，
「変更日付」，
「ディスク容量」
，「メモリサイズ」
，「CPU」などを表します。

ホスト
JP1/NETM/DM での操作の対象となる，ネットワークを構成する PC または WS です。

ホスト識別子
システム内でホストを一意に識別できるキーです。ネットワーク構成に左右されないため，システ
ム管理者がホストを管理する負担を軽減できます。ホスト識別子を利用するにはリレーショナル
データベースが必要です。

ホスト探索
指定したネットワークの範囲内に存在するホストを探索する機能です。JP1/NETM/DM 未導入ホス
トを検出するときに実行します。

ポリシー
システム構成情報の自動反映機能によって新規にシステム構成に追加されたホストを，自動的にあ
て先グループまたは ID に振り分けるために，あらかじめ設定しておく条件です。

（マ行）
マネージャ
配布管理システムを階層化しているシステムで，システムの最上位に位置する JP1/NETM/DM
Manager のことです。

マルチキャストアドレス
各マルチキャストグループに固有の IP アドレスです。マルチキャスト配布の送信側と受信側のセッ
トアップで設定します。

マルチキャストグループ
マルチキャスト配布をするとき，ジョブの配布先となる概念上のグループです。マルチキャストア
ドレスというグループ固有の IP アドレスを持っています。上位システムがマルチキャストグループ
にジョブのパケットを送信すると，そのグループに所属している各クライアントに，パケットが配
信されます。

マルチキャスト配布
ジョブの配布方式の一つです。IP マルチキャストプロトコルを利用して，上位システムから特定多
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数のクライアントへパケットを送信します。クライアントの数に関係なく，上位システムはマルチ
キャストグループ 1 か所だけにジョブのパケットを送信すればよいため，通信量を削減できます。

未適用パッチ情報
クライアントに適用されていないパッチの情報です。JP1/NETM/DM では，次の情報を未適用パッ
チ情報として扱います。
• Microsoft Update によって提供されるセキュリティに関する更新プログラムのうち，クライアン
トに適用されていない更新プログラムの情報
• MBSA の mbsacli.exe コマンドを実行したスキャン結果のうち，最新のパッチが見つからなかっ
た情報（スキャン結果で「NOT Found」と表示される情報）

（ヤ行）
ユーザインベントリ項目
ユーザインベントリ情報の入力項目です。配布管理システムで作成したユーザインベントリ項目は，
ジョブを実行してクライアントに配布します。

ユーザインベントリ情報
クライアント独自の情報（氏名や PC の製造番号など）です。配布管理システムからジョブを実行
して取得します。

ユニキャスト配布
ジョブの配布方式の一つです。上位システムからクライアントへ 1 対 1 でパケットを送信します。
上位システムは，送信先のクライアントごとにジョブのパケットを送信する必要があるため，パ
ケットの送信数は，クライアント数の増加に対応して増大します。

抑止履歴
クライアントで，ソフトウェアの起動，および印刷が抑止された履歴です。

（ラ行）
リモートインストール
パッケージングされたソフトウェアを，配布管理システムからクライアントシステムに転送し，イ
ンストールする機能です。

リモートインストールマネージャ
配布管理システムの GUI 部分のプログラムです。

リモートコレクト
クライアントにあるファイルを，配布管理システムに収集する機能です。配布管理システムから指
示します。

リモートコントロール
配布管理システムから，クライアントを遠隔操作する機能です。
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リモートコントロールエージェント
リモートコントロールで，リモートコントロールマネージャから遠隔操作される側の PC で実行さ
せるプログラムです。

リモートコントロールマネージャ
リモートコントロールで，リモートコントロールエージェントの遠隔操作を指示する側のプログラ
ムです。

リレーショナルデータベース
JP1/NETM/DM Manager の情報の管理に使用するデータベースです。Embedded RDB，Microsoft
SQL Server，または Oracle を使用できます。

レコーダファイル
専用のインストーラなどを使用して対話形式でソフトウェアをインストールするときの手順を記録
したファイルです。JP1/NETM/DM では，一部の他社ソフトウェア用のレコーダファイルを提供し
ています。また，ユーザがレコーダファイルを作成することもできます。

ローカルシステムビューア
クライアントのハードウェアやソフトウェアに関する情報が参照できるウィンドウで，システム監
視の状態，アラート履歴，システム情報，およびインストールされたソフトウェアが表示されます。
これらの情報は，クライアントが上位システムと接続していなくても閲覧できるため，クライアン
トユーザによるローカルなシステム管理に利用できます。
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監査ログ（用語解説） 836
監視時間経過時の取り扱い 68
監視対象プログラムの許可条件の設定 325
監視対象プログラムの設定 322
管理項目の変更 627
管理項目の変更（ユーザインベントリ項目）
212
管理項目の変更（レジストリ取得項目） 137
管理項目の名称を変更する 629
管理項目編集 627
管理項目を追加する 629
[ 管理情報リスト ] ウィンドウ 12
管理情報を印刷する 543

基本操作手順 550
決められた時刻にインストールする 116
キャビネット（用語解説） 836
キャビネット識別 ID 42
キャビネットの確認 108
キャビネットの削除 110
キャビネットの作成 107
キャビネット名 41
キャビネット名の変更 110
強制完了 525
業務フィルター 634
業務フィルター（用語解説） 836
業務メニューの名称を変更する 650
許可外インストール 597
[ 許可条件の設定 ] ダイアログボックス 325
記録する実行結果の設定 489

く
クライアント（用語解説） 836
クライアント稼働中 295
クライアントが未起動（非常駐）の場合の
ジョブの実行 661
クライアントからの定期通知 342
クライアント起動時 295
クライアントごとの実行状況を表示する 508

管理するソフトウェアを設定する 164
管理対象の項目を変更する 628

クライアント使用時に必要な設定 658
クライアント制御（用語解説） 836
[ クライアント制御 ] パネル 473

[ 管理ノードライセンス ] ダイアログボック
ス 5

クライアントでの外部プログラム起動 295
クライアントでのジョブ実行日時の設定 471

管理ラベル 626
関連づけられていない選択項目 203

クライアントに適用するパッチを取得する
384
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クライアントの起動 660

更新プログラムの承認状態の変更手順 415

クライアントの起動状態とジョブの実行 659
クライアントの停止 660

[ 項目設定 ] ダイアログボックス（階層化し
たユーザインベントリ項目） 199

クライアントの登録を解除する（ID） 667
クライアントのパッチ情報を検出する 398

[ 項目設定 ] ダイアログボックス（ユーザイ
ンベントリ項目） 188

クライアントの非常駐 660
クライアントのメニュー 662

[ 項目設定 ] ダイアログボックス（レジスト
リ取得項目） 134

クライアントへのメッセージ通知時の注意事
項 425

[ 項目の追加 ] ダイアログボックス 198
コード管理 617

クライアントへメッセージを通知する 425
クライアントマネージャ 660

コード情報を削除する 619
コードの指定範囲による意味の違い 620

クライアントマネージャ（メニュー） 663
クライアントを ID へ登録する 667

コードの表示文字列を変更する 619
コードを追加する 618

クライアントを管理する 383
クライアントを使用する前に 658
グラフ表示 279

互換モード圧縮 58
個人情報 622
個人情報を参照および変更する 622

け

固有情報 Area 629
固有情報 Code 630

経路の変更方法 467
権限管理 625
検索 481
検索，集計画面の書式設定手順 637
検索結果リストに表示する項目を設定する
645
検索結果リストの項目の幅を設定する 647
検索結果リストの並び順を設定する 646
検索結果リストの表示・非表示を設定する
646
検索条件に表示する項目を設定する 644
検索条件の並び順を設定する 645
検索条件の表示・非表示を設定する 645
検索操作の流れ 554
検索パターン 350
検索パターン（用語解説） 836
検索パターンを利用した操作ログの確認方法
358

固有情報 Date 630
固有情報 Field 629
固有情報 Uint 630
コレクトスクリプト（収集スクリプト）の作
成 786
コレクトスクリプト（用語解説） 836
コレクトスクリプトの作成例 819
コレクトファイル（用語解説） 837
[ コレクトファイル ] パネルの設定 293
[ コンポーネントの選択 ] パネル 75

さ
サーバへの通知（メニュー） 663
削除ソフトウェア管理テーブル 169
削除ソフトウェア管理テーブル（用語解説）
837
削除ソフトウェア管理テーブルからソフト
ウェアを削除する 171
削除中のジョブを表示する 505

こ
高圧縮 58
更新されたインベントリ情報の自動通知 699
更新プログラム（用語解説） 836
更新プログラムの承認状態の管理 412

し
資源登録システム（用語解説） 837
資産情報（用語解説） 837
システム監視 708
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システム監視（用語解説） 837

自動メンテナンスポリシーファイル（用語解

[ システム監視 ] アイコン 715
[ システム監視 ] アイコン（用語解説） 837

説） 837
集計（用語解説） 837

[ システム監視 ] アイコンの利用 715
システム監視によるアラート通知 708

集計ウィザード 243
[ 集計 ] ウィンドウ 240

システム監視の開始と停止 708
システム監視の条件設定 709

集計画面 242
集計結果からあて先グループを作成する 279

[ システム監視の状態 ] パネル 702
システム起動時インストール 55

集計結果から表示する内訳画面の書式設定手
順 640

システム起動時インストールのための準備
670

[ 集計結果 ] タブ 242
集計結果の例 249

[ システム構成 ] ウィンドウ 7
[ システム構成 ] および [ ディレクトリ情報 ]

集計条件の設定 249
集計対象の選択 247

ウィンドウで印刷できる情報 543
システム条件 44
システム条件の作成 44

集計手順 243
集計テンプレートの保存 278
収集対象の削除 295

システム条件の取り込み 49
[ システム条件 ] パネル 42

収集対象の追加 294
収集タイミング 295

システム情報（用語解説） 837
[ システム情報 ] タブ 8

収集ファイルの復元 296
出力できる項目（CSV 出力ユティリティ）
532

システム情報の確認 141
システム情報の確認（クライアント） 705

出力範囲の設定方法（CSV 出力ユティリ

システム情報の集計 261
システム情報の取得手順 130

ティ） 536
手動インストール 688

[ システム情報 ] パネル 705
システム情報を取得するときの注意事項 139

取得したソフトウェア情報の確認 171
取得したユーザインベントリ情報の確認 224

システム停止時インストール 56
実行結果の確認（ユーザインベントリ項目の

種別や状態を追加および変更する 617
上位システムアドレス格納ファイル（用語解

配布） 219
実行結果の確認（ユーザインベントリの取
得） 222

説） 837
上位システムのジョブ 498
障害が発生した中継システムを回避してジョ

実行結果の確認（リモートコレクト） 296
実行状況 493

ブを実行する 524
障害が発生した中継システムを回避してリ

実行状況の監視間隔の設定 490
実行状況を示す色 494

モートインストールする 120
[ 条件の設定 ] ダイアログボックス 249

実行状態 493
実行中のジョブを中断，再開する 125

条件を指定して集計結果を表示する 371
条件を指定して情報の表示順序を変える 504

実行できる業務の変更 649
実行できる業務を変更する 649

詳細画面 242
[ 詳細情報の設定 ] ダイアログボックス 25

[ 実行日時の詳細設定 ] ダイアログボックス
471

使用するボタンを設定する 642
書式 635

指定された情報のみ表示 499
自動インストール 686

書式の名称を変更する 648
書式をコピーする 647
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書式を削除する 648

ジョブを管理する 451

書式を設定する 635
書式を追加する 647

ジョブを再実行する 593
ジョブを削除する 593

ジョブ（用語解説） 838
[ ジョブあて先経路変更 ] ダイアログボック

ジョブを保留・キャンセルする場合の注意事
項 682

ス 467
ジョブ実行（メニュー） 663

所有者名 71
処理中ダイアログの表示 61

[ ジョブ実行状況 ] ウィンドウ 11
[ ジョブ実行状況 ] ウィンドウで印刷できる

[ 処理中ダイアログ ] パネル 78
処理中ダイアログボックスの表示 / 非表示
78

情報 545
[ ジョブ実行状況 ] ウィンドウで表示される

処理中であることを通知するダイアログボッ

項目 492
[ ジョブ定義 ] ウィンドウ 11

クスの表示 659
シリアルナンバー 71

[ ジョブ定義の新規作成 ] ダイアログボック
スのカスタマイズ 526
[ ジョブ定義の新規作成 ] ダイアログボック

す

スの表示方法 456
[ ジョブの再実行 ] ダイアログボックス 523
ジョブの削除 488,520
ジョブの作成，実行手順 452
[ ジョブの作成 ] ダイアログボックスに表示
されるパネル 457
[ ジョブの作成 ] ダイアログボックスのカス
タマイズ 527
ジョブの作成と実行（ユーザインベントリの
取得） 221
ジョブの作成と実行（リモートコレクト）
292
ジョブの実行結果を確認したあとの対処 520
ジョブの実行状況の遷移例 497
ジョブの実行状況の表示方法 499
ジョブの実行状況を確認するときの設定 489
ジョブの実行状況を確認するときの注意事項
491

数値演算子 796
スクリプト関数 797
スクリプトの概要 786
スクリプトの作成 786
スクリプトの作成例 817
スケジュールの一括設定 100
[ スケジュール ] パネル 53,469
スタートアッププログラムの移行 672
ステータスバー 241
ステートメント 787
すべてのジョブ詳細の表示 501
すべてのジョブの表示 499

せ
セキュリティ PC（用語解説） 838
セキュリティ管理 600
セキュリティ関連のインベントリ情報のカス

ジョブの実行状態の種類 495,592

タマイズ 145
世代番号 41

ジョブの実行状態の遷移 496
ジョブの実行と保存 479

[ 接続先サーバ ] パネル 25
設置場所管理 605

[ ジョブの配布属性 ] パネルの設定 100
ジョブのパケットの送信量を削減する 120

設置場所の情報を変更する 605
設置場所を移動する 608
設置場所を削除する 607

ジョブの保存 479
ジョブの保留・キャンセル機能 680
ジョブの保留・キャンセルの方法 680
[ ジョブ ] パネル 460

設置場所を追加する 606
セットアップ（メニュー） 2,662
[ セットアップ情報設定 ] パネル 70
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セットアップ方法 71

ソフトウェアインベントリ辞書を利用した

全あて先（用語解説） 838
全あて先ジョブの実行状況の表示方法 511

ユーザ指定検索リストの作成 163
ソフトウェアインベントリ情報の削除 180

全あて先ジョブの実行状況を確認するときの
注意事項 514

[ ソフトウェアインベントリ ] タブ 9
ソフトウェアインベントリの集計 253

選択項目についての注意事項（ユーザインベ
ントリ項目） 193

[ ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集 ] ダ
イアログボックス 313

[ 選択項目の追加 ] ダイアログボックス 201

[ ソフトウェア稼働監視ポリシーの編集 ] ダ
イアログボックスの表示 313

そ

ソフトウェア稼働状況 594
[ ソフトウェア稼働状況 ] ウィンドウを操作

操作画面およびユーザ権限の変更 625
操作履歴（用語解説） 838
操作履歴として表示される項目 346
操作履歴の参照 346
操作履歴の取得の設定 317
操作ログ 349
操作ログ（用語解説） 839
操作ログ一覧 600
[ 操作ログ一覧 ] ウィンドウ（用語解説） 839
[ 操作ログ一覧 ] ウィンドウの起動方法 349
[ 操作ログ一覧 ] ウィンドウを操作する 349
操作ログ集計 600
[ 操作ログ集計 ] ウィンドウを操作する 371
操作ログの確認方法 349
操作ログの集計結果をグラフで表示する 374
操作ログの追跡調査 362
操作ログを確認する 600
操作ログを検索する 350
操作ログを集計する 600
操作ログを表示する 373
[ ソート順序の設定 ] ダイアログボックス
505
属性情報（タブ） 108
[ 属性 ] タブ 8
ソフトウェアインベントリ辞書（用語解説）
839
ソフトウェアインベントリ辞書から削除した
ソフトウェアを確認する 171
ソフトウェアインベントリ辞書からソフト
ウェアを削除する 170
ソフトウェアインベントリ辞書の編集 164
[ ソフトウェアインベントリ辞書編集 ] ダイ
アログボックス 164
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する 379
ソフトウェア管理 177
ソフトウェア起動抑止の抑止履歴の参照 344
ソフトウェア検索リスト（用語解説） 839
[ ソフトウェア検索リスト一覧 ] ダイアログ
ボックス 158
ソフトウェア条件 50
[ ソフトウェア条件 ] パネル 49
ソフトウェア情報（用語解説） 839
ソフトウェア情報収集 691
ソフトウェア情報通知 699
ソフトウェア情報の削除 179
ソフトウェア情報の取得手順 149
ソフトウェア情報を確認する（クライアン
ト） 706
ソフトウェア情報を取得する 149
ソフトウェア情報を取得するときの注意事項
156
ソフトウェア情報を表示する 172
ソフトウェア適用管理 582
ソフトウェア適用状況 582
ソフトウェアのインストール状況の確認 690
ソフトウェアの稼働監視時の注意事項 381
ソフトウェアの稼働監視の手順 308
ソフトウェアの稼働状況を監視する 307
ソフトウェアの稼働状況を調査する 594
ソフトウェアの適用状況を管理する 582
ソフトウェアの配布状況を確認する 590
ソフトウェアの不正インストールを調査する
597
ソフトウェア利用管理 594
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ソフトウェアをリモートインストールする
21

た
対象権限を設定する 641
[ 対象選択 ] ウィンドウ 240,247
ダイヤルアップ IP 接続のクライアントにリ
モートインストールする 124
[ ダイヤルアップ ] パネル 26
他社ソフトウェアのパッケージングのバリ
エーション 76
タスクスケジューラを利用したパッチの自動
取得 393

ち
中継システム（用語解説） 839
中継システム上のパッケージの削除 111
中継システムで実行した ID ジョブの実行状
況を上位のシステムで確認する 510
中継システムでのパッケージ保管期限 54
中継システムとのリモートインストールマ
ネージャの差異 14
中継システムのパッケージ削除 111
中継するシステム（用語解説） 839
中継するシステム上のファイルの削除 299
中継マネージャ（用語解説） 839
中断中にジョブを配布する 127
重複ホスト（用語解説） 839

つ
追加および削除できないコード情報 622
追加できるコードの範囲が限定されている
コード ID 620
通常インストール 55
[ 通信関連 ] パネル 25
[ 通知するメッセージ ] パネル 474
ツールを起動する運用例 785

て
ディレクトリ情報（用語解説） 839
ディレクトリ情報取得コマンドの実行 232

ディレクトリ情報の集計 274
ディレクトリ情報の取得手順 225
ディレクトリ情報を取得する 225
[ ディレクトリ ] パネル 89
データベースマネージャ（メニュー） 2
データベースマネージャ（用語解説） 840
[ テーブル ] ウィンドウ 240,281
[ デフォルト値のカスタマイズ ] ダイアログ
ボックス 78
転送休止時間 102
[ テンプレート管理 ] ウィンドウ 241,283
テンプレートで実行 284
テンプレートの編集 284
[ テンプレートの保存 ] ダイアログボックス
278
テンプレートを利用して表示および集計する
283

と
登録，編集画面の書式設定手順 636
登録解除待ちの ID を取り消す 669
登録待ちの ID を取り消す 668
特定の実行状況のジョブの表示方法 514
特定のソフトウェアだけを表示する 166
独立条件 249
ドメイン（用語解説） 840

に
[ 入力できる文字の説明 ] ダイアログボック
ス 695
任意の条件で抽出したクライアントにインス
トールする 119
任意のソフトウェアをパッケージングする場
合の手順 30
認証サーバ（用語解説） 840

ね
ネットワーク構成情報ファイル（用語解説）
840
ネットワーク情報（用語解説） 840
ネットワーク情報を参照および変更する 567
ネットワーク情報を編集する 568
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は
バージョン / リビジョン 41
バージョンアップ時リストア対象とする 59
ハードウェアの状態を確認する 702
ハードディスクの空き容量などをチェックし
てインストールする 112
配布管理システム（用語解説） 840
配布管理システム側でユーザインベントリを
入力する 222
配布管理システムでのジョブ実行日時の指定
470
配布管理システムでの「ソフトウェア稼働情
報の取得」ジョブの実行 342
配布管理システムでのユーザインベントリ情
報の入力方法 223
配布管理システムのメニュー 2
配布管理システムを階層化したシステムでの
ユーザインベントリ項目のマージ 211
配布管理システムを階層化したシステムでの
ユーザインベントリ情報の取得 185
配布管理システムを階層化したシステムでの
レジストリ情報の取得 136
配布管理システムを操作する 1
配布状況 590
配布対象 OS 72
配布日時を 2 段階に分けて設定する 117
パケットフィルタリング方式（用語解説）
840
バックアップ取得状況一覧の出力 725
バックアップファイルの削除 726
バックアップファイルを管理するコマンド
725
バックグラウンドインストールモード 57
パッケージ（用語解説） 840
[ パッケージ ] ウィンドウ 10
[ パッケージ ] ウィンドウで印刷できる情報
545
パッケージ識別 ID 40
パッケージ種別 41
パッケージ種別（用語解説） 841
パッケージ情報 40
パッケージセットアップマネージャ 683
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パッケージセットアップマネージャ（メ
ニュー） 662
パッケージセットアップマネージャ（用語解
説） 841
パッケージセットアップマネージャからのイ
ンストール 686
パッケージセットアップマネージャからの通
知 699
パッケージセットアップマネージャを操作す
る 683
[ パッケージ属性 ] パネル 79
パッケージデータを圧縮する 58
パッケージデータを暗号化する 58
パッケージ内容（タブ） 109
パッケージのインストールを実行する 589
パッケージの確認 108
パッケージの削除 98
パッケージの削除（パッケージの管理） 110
パッケージの詳細情報を表示する 690
パッケージの詳細設定 38
パッケージの追加 98
[ パッケージ ] パネルの設定 96
パッケージ保管先キャビネット 41
パッケージ名 40
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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。

