
Adabas for Linux, UNIX and Windows

Adabas トレース

バージョン 6.6

2017 年 10 月



このマニュアルは Adabas for Linux, UNIX and Windows バージョン 6.6 およびそれ以降のすべてのリリースに適用されます。

このマニュアルに記載される仕様は変更される可能性があります。変更は以降のリリースノートまたは新しいマニュアルに記述さ
れます。

Copyright © 1987-2017 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA, Inc., Reston, VA, United States of America,
and/or their licensors.

The name Software AG, webMethods and all Software AG product names are either trademarks or registered trademarks of Software AG
and/or Software AG USA, Inc. and/or their licensors. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of
their respective owners.

Software AG およびその子会社が所有する登録商標および特許の詳細については、 http://documentation.softwareag.com/legal/ を確
認してください。

本ソフトウェアの一部にはサードパーティ製製品が含まれています。サードパーティの著作権表示およびライセンス規約について
は『License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third-Party Products』を参照してください。このドキュメントは製品ド
キュメントセットの一部であり、http://documentation.softwareag.com/legal/上、またはライセンス製品のルートインストールディ
レクトリ内にあります。

本ソフトウェアの利用は、Software AG のライセンス規約に則って行われるものとします。ライセンス規約は製品ドキュメントセッ
ト内、http://documentation.softwareag.com/legal/上、またはライセンス製品のルートインストールディレクトリ内にあります。

ドキュメント IDは: ADAOS-TRACE-66-20200619JA



目次

Adabas トレース ................................................................................................................ v
1 ......................................................................................................................................... 1

表記規則 ..................................................................................................................... 2
オンライン情報 .......................................................................................................... 2
データ保護 .................................................................................................................. 3

2 Adabas トレースの有効化 ............................................................................................... 5
UNIX でのトレースの有効化 ..................................................................................... 6
Windows でのトレースの有効化 ............................................................................... 6

iii



iv



Adabas トレース

このドキュメントには、Adabas トレースに関する情報が含まれます。

次のトピックについて説明します。

■ Adabas トレースの有効化
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表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字
folder.subfolder:service という規則を使用して webMethods Integration Server
上のサービスの保存場所を表します。

モノスペースフォン
ト

キーボードのキーを表します。同時に押す必要があるキーは、プラス記号 (+) で結ん
で表記されます。

大文字

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数を表します。本文で最初
に出現する新しい用語を表します。

斜体

入力する必要があるテキストまたはシステムから表示されるメッセージを表します。
Program code.

モノスペースフォン
ト

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッコの内側
にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力します。
| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力します。[ ]
記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してください。
実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。このサイトでは Empower クレデンシャルが必要です。Empower クレデンシャ
ルがない場合は、TECHcommunity Web サイトを使用する必要があります。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト

もしまだEmpowerのアカウントをお持ちでないのなら、こちらへempower@softwareag.com電
子メールにて あなたのお名前、会社名、会社の電子メールアドレスをお書きの上、アカウント
を請求してください。

いったんアカウントをお持ちになれば、Empower https://empower.softwareag.com/ のeService
セクションにてサポートインシデントをオンラインで開くことができます。

製品情報は、Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
(https://empower.softwareag.com) で入手できます。
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機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、Knowledge Base の記事を読むには、
Knowledge Center に移動します。

もしご質問があれは、こちらのhttps://empower.softwareag.com/public_directory.asp グローバ
ルサポート連絡一覧の、あなたの国の電話番号を選んで、わたくし共へご連絡ください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト
(http://techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

■ TECHcommunity クレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

■ 記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする。
■ Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使用して、質問した
り、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのよう
に使用しているかを学んだりすることが可能です。

■ オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護

Software AG製品は、EU一般データ保護規則(GDPR)を尊重した個人データの処理機能を提供し
ます。 該当する場合、適切な手順がそれぞれの管理ドキュメントに記載されています。
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トレースは、エラーが発生し、Software AG サポートの支援がある場合にのみ使用してくださ
い。

注意: トレースバージョンをアクティブ化すると、Adabas のパフォーマンスが大幅に低
下します。

UNIX でのトレースの有効化

手順 2.1. UNIX でトレースを有効にするには

1 ディレクトリ Adabas/trace/INSTALL に移動します。
2 adaenv ファイルを渡して ADAPROGDIR 変数を変更します。
3 環境変数 PT_TRACELEV を適切な値に設定します（Software AG サポートの支援を受けて

ください）。
4 環境変数 SAGTMP に、トレースファイルの場所として選択したディレクトリを設定しま

す。トレースファイルは短時間で非常に大きくなる可能性があることに注意してください。

Windows でのトレースの有効化

手順 2.2. Windows でトレースを有効にするには

1 正しい Adabas バージョンがアクティブ化されていることを確認します。
2 Adabas コマンドプロンプトウィンドウを開きます。
3 次のディレクトリに移動します：Adabas\trace\INSTALL.

4 adaenv.bat コマンドファイルをコールします。
5 環境変数 PT_TRACELEV を適切な値に設定します（Software AG サポートの支援を受けて

ください）。
6 環境変数 SAGTMP に、トレースファイルの場所として選択したディレクトリを設定しま

す。トレースファイルは短時間で非常に大きくなる可能性があることに注意してください。
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