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イントロダクション 

本書の目的 

本シラバスは、HULFT エンジニア向けの認定資格、HULFT Advanced Engineer のベースとなる。 

本シラバスは、次の趣旨で提供する。 

１．受験志願者に対し、試験対策学習の補助資料として提供する。 

２．HULFT 研修コースに対し、適切な教育方法を策定する指針として提供する。 

３．HULFT コミュニティに対し、HULFT の知識を向上する目的のほか、記事を執筆する際の参考資料とし

て提供する。 

 

HULFT エンジニアのためのスキルパス 

HULFT Basic Engineer をベースに、HULFT Advanced Engineer はプロフェッショナルな HULFT エンジニアの

ためのスキルパスを定義している。HULFT Advanced Engineer 有資格者は HULFT Basic Engineer で学習した

HULFT に関する広範な知識をさらに拡張し、現状の分析と改善の提案から HULFT の構築および運用に至るまで

の役割を担うことができる。 

 

学習の目的/知識レベル 

HULFT Basic Engineer および HULFT Advanced Engineer は、HULFT に関する知識が試験対象となる。本シラ

バスに記述している用語および概念を認識し、記憶し、想起することができるかを試験する。 

 

問題範囲 

HULFT Advanced Engineer は、HULFT を使用したファイル転送関連業務について、HULFT 導入前の要件定義か

ら運用に至るまでを問題範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

HULFT Basic Engineer HULFT の導入設計、構築業務 1 年程度 

HULFT を使用したシステム運用業務 1年程度 

HULFT Advanced Engineer 幅広いプラットフォーム環境において、HULFT の導入設計、構築業務 3年以上 

幅広いプラットフォーム環境において、HULFT を使用したシステム運用業務 3

年以上 

運用

方式

設計 

詳細

設計 

基本

設計 

単体

テス

ト 

シス

テム

構築 

シス

テム

テス

ト 

移行 運用 

現行シス

テムのア

セスメン

ト 
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本書の対象製品 

本シラバスでは以下の製品が対象となる。なお製品名称は総称名の表記とする。 
 

 HULFT for Mainframe 

 HULFT for i5OS 

 HULFT for K 

 HULFT for UNIX/Linux 

 HULFT for Windows 

 HULFT Script 

 HULFT Manager 

 

問合せ先 

 HULFT 技術者資格認定制度および本シラバスに関して 

 

 

 

 

  

HULFT 技術者資格認定制度 運営事務局 

E-Mail: hulft_certify@hulft.com 
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1. 現行システムのアセスメント 

用語 

HULFT 稼働環境、HULFT 管理情報、データフォーマット、データ量、セキュリティ、性能評価 

 

「 現行システムのアセスメント 」の学習目的 

ファイルの授受は日常的に行われる業務である。ただし、基本的な業務でありながら、いくつもの問題点を抱

えていることが多い。大容量のファイルを確実に送信することができないこと、CDなど物理メディアでの送付に

よるコストが高いこと、個人情報・機密情報を送信する際のセキュリティ対策が脆弱であることなどがその一例

である。ファイルの授受における問題点によって、経済的な損失、時間の浪費、信用の失墜など、様々な問題が

発生する。 

これら諸問題の改善のためにファイル転送という手段が用いられるが、現行のファイル転送システムが抱える

課題に対して、問題の本質を見極め、課題解決に向けた具体的な道筋を提案できることが求められる。 

問題の解決のために、HULFT を利用したファイル転送における目的や目標を明確にし、現状の調査、評価及び

解決策を提示し、将来的な拡張性を考慮し、継続的に改善していくことを求められる。 

 

１．１ HULFT 稼働環境 

 ファイル転送システムを構築し、HULFT が稼働する環境を正しく認識することが必要である。HULFT が対応す

る OS、プラットフォームの対応バージョン、必須ソフトウェアを調査し準備することが求められる。 

 ファイル転送システムの要件に従って、HULFT を導入する環境および通信先となる HULFT のバージョンを把握

し、必要に応じてオプション機能を準備することなども必要である 

 

１．２ ファイル転送業務設計 

ファイル転送業務の要件を定義し、HULFT によるファイル転送の業務設計を行う。 

業務設計項目の例を以下に示す。 

 

ファイル転送の業務設計： 

 HULFT の起動・停止、稼働状況の確認 

 ファイル転送の実行方法および実行契機 

 ファイル転送の結果確認および方法 

 ファイル転送の障害管理および方法 

 ファイル転送の障害発生時の復旧管理および方法 

 HULFT 管理者のアカウント管理 

 HULFT 稼働環境の設定変更管理 

 ソフトウェア予防保守業務 

 ソフトウェア資源・ライセンス管理 
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メンテナンス： 

 HULFT の定期的な起動・停止、稼働状況確認の方法と時期 

 HULFT のバックアップ方法と時期 

 HULFT の復旧方法と時期 

 HULFT のバージョンアップなどアップグレード方法と時期 

 

１．３ HULFT 転送定義 

 HULFT でファイル転送を行う際に必要となる転送定義を確認し、ファイル転送および関連する業務を実現する

よう設計を行う。HULFT の各定義で設定する詳細を確認する。 

 

HULFT 管理情報： 

 配信管理情報 

 集信管理情報 

 ジョブ起動情報 

 詳細ホスト情報 

 転送グループ情報 

 フォーマット情報 

 マルチフォーマット情報 

 メール連携情報(*1)  

 スケジュール情報(*2)  

 ファイルトリガ情報(*3)  

 システム動作環境設定 

*1 HULFT for Windows でのみ利用できる情報 

*2 HULFT for Windows でのみ利用できる情報 

  ファイル転送とは別に、スケジューラ機能を利用する場合に使用する 

*3 HULFT for UNIX/Linux および HULFT for Windows で利用できる情報 

 

１．４ データフォーマット 

 ファイル転送の対象となるデータのフォーマットを正しく認識することが必要である。HULFT でファイル転送

を行うにあたって、ファイルの配信側、集信側のデータフォーマットを調査し、転送形式の選択、コード変換の

有無を選択することが必要となる。また、ファイルのサイズ、レコード長を確認し、転送可否の判断を行うこと

が必要となる。必要に応じてファイルフォーマットの変更なども検討する。 

 

HULFT 転送ファイル設計： 

 ファイル形式 

 ファイル転送形式 

 レコードサイズ 
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 ファイルサイズ 

 フォーマット項目 

 フォーマット項目サイズ 

 
１．５ セキュリティ 

 ファイル転送の対象となるデータの機密性について正しく認識することが必要である。データの機密レベルに

合わせて、HULFT のセキュリティ機能を選択することが求められる。セキュリティ機能には、暗号化方式、デー

タ検証、管理画面セキュリティおよびユーザ権限管理、サービス要求時のチェックなどの機能を利用することが

できる。 

 
１．６ ファイル転送の頻度 

 ファイル転送の頻度とタイミングを正しく認知することが必要である。現在のファイル転送システムで行って

いる、ファイル転送の頻度、きっかけ、データ量を理解し、それらを HULFT の機能を使って実現する方法を選択

することが求められる。 

 
１．７ ファイル転送の性能 

ファイル転送に求める性能を定義し、性能評価の目的や評価項目を明確にすることが求められる。 

HULFT によるファイル転送の評価基準の例を以下に示す。 

 

評価基準： 

 ファイル転送時間 

 ファイル転送量 

 データ保存量 
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2. 運用方式設計 

用語 

システム構成、ディスク構成、言語環境、ディスク設計、クラスタ、文字コード、ファイル形式、HULFT 管理

機能、ファイル転送機能、コード変換機能、ジョブ連携機能、ファイルトリガ機能、スケジュール機能、履歴管

理機能、要求発行機能、暗号化方式、多重度、圧縮方式、インストール、起動・停止機能、バックアップ 

 

「 運用方式設計 」の学習目的 

 HULFT の各機能を使用した運用方式の設計について学習する。HULFT を導入するため、運用環境の確認、運用

方式の決定、運用手段の決定を行うことが必要となる。システム構成を分析し、ファイル転送に求める機能、セ

キュリティに関する要求、性能や信頼性などの非機能面の要件を整理する。それを踏まえて、HULFT の導入、構

築および運用における設計をおこない、運用まわり、バックアップの方式、データ転送量や履歴保存期間などの

計画を作成する。 

 

２．１ HULFT 運用環境 

２．１．１ 構成 

ファイル転送の要件を満たすシステム構成を正しく認識し、HULFT が対応する構成から必要な製品を選択

することが必要である。HULFT がサポートする構成は以下である。 

 

システム構成： 

 シングル構成 

 HA クラスタ構成 

 

ディスク構成： 

 ローカルファイル 

 ネットワークファイル 
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２．１．２ 言語環境 

ファイル転送システムを構成する OS 環境を正しく認識し、HULFT が対応する言語環境を正しく選択するこ

とが必要である。HULFT を導入する OS ごとに対応する言語環境が違うため、必要な文字コードを定義するこ

とが求められる。HULFT がサポートする言語環境は以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．１．３ ディスク設計 

ファイル転送の対象となるファイルのファイル形式を検討し、HULFT が対応しているファイル形式を正し

く適用することが求められる。また、ファイル転送および HULFT が使用するディレクトリ構成を決定する。 

 

ファイル形式： 

 テキスト 

 バイナリ 

 フォーマット 

 マルチフォーマット 

  

OS 環境 文字コード種 HULFT 転送コード種 

Mainframe 系 IBM 漢字 

JEF 

KEIS 

NEC 漢字(JIPS(E)) 

IBM 漢字 

JEF 

KEIS 

NEC 漢字(JIPS(E)) 

UTF-8 

オフコン系 IBM 漢字 

IBM 簡体字 

JEF 

UTF-8 

IBM 漢字 

IBM 簡体字 

JEF 

UTF-8 

UNIX/Linux 系 Shift-JIS 

EUC 

UTF-8 

GB18030 

Shift-JIS 

EUC 

UTF-8 

GB18030 

Windows 系 Shift-JIS 

UTF-8 

GB18030 

Shift-JIS 

UTF-8 

GB18030 
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ディレクトリ構成： 
インストールまでに決定が必要となるディレクトリ 

 インストールモジュール展開先 
 インストール先 

管理情報格納先 
ファイル転送履歴情報格納先 
 

環境設定までに決定が必要となるディレクトリ 
 ログファイル出力先 

トレースログ 
操作ログ 

 ファイル転送一時ファイル格納先 
 
運用までに決定が必要となるディレクトリ 

 配信ファイル格納先 
 集信ファイル格納先 
 連携ジョブ格納先 

 

２．２ HULFT 運用方式 

２．２．１ 起動・停止 

ファイル転送システムの起動・停止および稼働確認の要件を確認し、HULFT の起動・停止方法および、稼

働確認方法を正しく選択することが求められる。また、起動、停止による影響範囲や条件（実行契機）を定

義することが必要となる。 

 

 HULFT の起動 

 HULFT の停止 

 HULFT の再起動 

 HULFT の稼働確認 
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２．２．２ バックアップ 

ファイル転送システムの環境保全のため、HULFT のバックアップ、復旧の要件を確認し、バックアップ・

復元方式を選択することが求められる。HULFT は、オンラインバックアップ方式とコールドバックアップ方

式が選択でき、それぞれの方式でバックアップ対象となるデータおよび特徴について理解している必要があ

る。以下はバックアップ方式の特徴の一例である。 

 

オンラインバックアップ： 

 オンラインバックアップではコマンドを利用することで、HULFT を停止せずにバックアップを行う

ことができる。 

 HULFT の復旧にはオンラインバックアップで取得した資源を使用して復旧が可能である。復旧のた

めに HULFT を停止する必要はない。ただし、管理情報の一部や履歴はバックアップ・復旧の対象外

のものがある。 

 

コールドバックアップ： 

 コールドバックアップ方式では、HULFT を停止してバックアップを行う。 

 HULFT の復旧にはコールドバックアップで取得した資源を使用して復旧が可能である。復旧には

HULFT を停止する必要がある。 
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２．３ HULFT 運用方式（詳細） 

２．３．１ HULFT 導入設計 

HULFT を追加するもしくは更新する場合の要件を確認し、導入方法を検討することが求められる。 

導入の契機、導入手順を明確にすることが必要である。 

 

HULFT インストール方式： 

 新規インストール 

 移行インストール 

 バージョンアップインストール 

 機能（オプション）追加インストール 

 

ハードウェアの確認： 

 インストールに必要なメモリサイズ 

 インストールに必要なディスクサイズ 

 

ソフトウェアの確認： 

 サポート対象 OS 

 必須ソフトウェア 

 Web ブラウザ 

 過去のバージョンを含む HULFT 

 
２．３．２ ファイル転送機能 

ファイル転送に必要な要件を確認し、HULFT での実現方法を検討することが必要となる。 

機能ごとの特徴を理解し、対象となるファイル・データに合わせて運用ルールを定義する。また、ファイ

ル転送と連動するコード変換やジョブ連携などの機能を正しく理解し、運用ルールを設計する。ファイル転

送業務の運用として、管理情報の登録手順、ファイル転送処理の割り込みやキャンセルの運用についても定

義する。以下にファイル転送機能の例を提示する。 

 

ファイル転送機能： 

ファイル転送パターンを定義する 

 配信側起動によるファイル転送 

 集信側起動によるファイル転送 

 同期転送 

 非同期転送 

 同報転送 

 間欠転送 

 圧縮転送 
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 優先度 
 チェックポイント転送 

 
コード変換機能： 
ファイル転送に関連するホストごとの文字コード種を確認し、変換のルールを定義する。 

 配信側漢字コード種 
 集信側漢字コード種 
 転送タイプ 

テキスト形式 
 文字コード構成ファイル 

バイナリ形式 
 レコード概念なしファイル 

フォーマット形式 
 レコードフォーマット固定ファイル 

マルチフォーマット形式 
 複数のレコードフォーマットファイル 

 コード変換 
配信側ホスト変換 
集信側ホスト変換 
無変換 

 
ジョブ連携機能： 
ファイル転送と連携するジョブの一覧を作成し、ジョブの実行契機やジョブの実行権限を定義する。また、

ジョブの実行結果の確認方法を定義する。 
 

ファイルトリガ機能： 
ファイルトリガ機能は、指定ファイルの操作を監視することで、ジョブを実行する機能である。監視対象

のファイルが更新されたことを契機として、ジョブを実行することができる。ファイルトリガ機能を使用す

るため、監視対象のファイルや実行対象のジョブについて条件を定義する。また、監視中にファイルアクセ

スの競合が発生した場合などを想定し、待機時間の設計を行う。 
 

スケジュール機能： 
スケジュール機能は、ジョブの実行スケジュールを定義する。また、スケジュール実行の履歴や定義中の

スケジュールの確認方法、スケジュールをキャンセルする場合の方法を定義する。 
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要求発行機能： 
ファイル転送やジョブ実行要求の方法や条件、対象を定義する。 

 ファイル転送要求（配信・送信） 
 リモートジョブ実行要求 

 
２．３．３ HULFT 履歴管理 

HULFT が出力する履歴の出力タイミング・種類・量を正しく認識し、障害解析などに利用するため履歴を

管理することが必要となる。また、履歴の世代管理、削除の運用方式を決定し、ファイル転送システムの運

用要件に応じた履歴の保存期間を設けることで、ディスク容量の圧迫などによる問題を未然に防止すること

が必要となる。 

 

 履歴の種類 

 履歴の出力方法 

 履歴の確認方法 

 履歴の削除方法 

 履歴保存期間の設定 

 履歴保存量の設定 

 履歴世代管理の設定 

 

２．３．４ HULFT セキュリティ方式設計 

ファイル転送に必要なデータセキュリティの要件を確認し、データの安全性を確保した運用が必要となる。

また、ファイル転送以外にも、ユーザ管理、管理情報管理、ファイルアクセス権限など、ファイル転送業務

に関連する情報へのアクセス権を設定し、情報が漏えいすることを未然に防止することが求められる。 

HULFT のセキュリティは以下の指定が可能である。 

 

暗号化方式： 

 HULFT 暗号方式 

 暗号出口ルーチン方式 

 

HULFT ユーザ権限： 

 HULFT 運用者・管理者権限（ユーザ権限管理） 

 管理画面セキュリティ 

 パスワードチェック 

 ユーザ権限管理 
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ファイル転送セキュリティ： 

 データ検証 

 ホスト確認 

 要求受付確認 

 

２．３．５ HULFT 性能方式設計 

HULFT でファイル転送を行う際の要件を確認し、使用する機能を選択することが求められる。運用におけ

るオペレーションのミス防止および省力化、自動運転を行うためにファイル転送を行う契機やジョブとの連

携方式を決定する。ファイル転送の時間、データの保存量・保存期間などについて正しく管理できることが

求められる。ファイル転送の実行契機については、メンテナンス作業も踏まえ運用日、運用時間をスケジュー

ルする。 

 

HULFT 機能： 

 ファイル転送機能 

チューニング設定 

タイムアウト設定（コネクション・無通信・ファイルロック・ジョブ実行） 

リトライ設定（コネクション・ファイルロック・多重度） 

 転送間隔の設定 

 転送データ量の設定 

 転送バッファの設定 

 転送多重度の設定 

 スケジューラ機能の設定 

 ファイルトリガ機能の設定 

 世代管理の設定 

 ジョブ連携の設定 

 メール連携の設定 
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２．３．６ HULFT バックアップ・復旧（リストア）方式設計 

ハードウェアの故障など問題が発生した場合に、ファイル転送システムを復旧する手順を定めておく必要

がある。また、復旧にあたっては復旧の条件を確認し、HULFT を復旧する際にはバックアップで取得した資

源を使って復旧する。復旧できるのは、バックアップ取得時の情報であるため、バックアップの契機や世代

管理について検討することが必要である。なお、復旧方法および復旧対象となる資源は運用方式によって異

なることを正しく認識し、選択することが求められる。 

 

HULFT バックアップ方式 オンラインバックアップ方式 コールドバックアップ方式 

バックアップ種類 差分・増分バックアップ フルバックアップ 

バックアップ方式 コマンド（Export） ファイルコピー 

復旧（リストア）方式 コマンド（Import） ファイルコピー 

 

管理対象 オンラインバックアップ方式 コールドバックアップ方式 

配信管理情報 〇 〇 

集信管理情報 〇 〇 

ジョブ起動情報 〇 〇 

詳細ホスト情報 〇 〇 

転送グループ情報 〇 〇 

フォーマット情報 〇 〇 

マルチフォーマット情報 〇 〇 

メール連携情報  × 〇 

スケジュール情報  〇 〇 

ファイルトリガ情報 〇 〇 

システム動作環境設定 × 〇 

履歴（ファイル転送） △ 〇 

履歴（操作ログ） × × 

外字テーブル 〇 〇 

EBCDIC ユーザテーブル 〇 〇 

ユーザ情報 × 〇 

連携ジョブ × × 

〇：バックアップ、リストア対象 

△：バックアップ制限あり、リストア対象外 

×：バックアップ対象外、手動リストア 
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２．４ HULFT 運用手段 

２．４．１ 通常運用方法 

HULFT は運用手段として、以下の運用手段を選択することができる。環境設定、ファイル転送の実行、バッ

クアップ、復旧の運用などが可能である。 

 

 管理画面実行 

 コマンド実行 

 自動実行（スケジューラ機能、ファイルトリガ機能） 

 

２．４．２ 障害発生時の運用方法 

ファイル転送の障害発生時には、影響範囲の調査を行い、問題の切り分け、対処方法の検討、対処など復

旧のための手順を定めておく必要がある。また問題発生時に運用管理者に通知を行うなど、早急に検知でき

る方式を定めておくことも必要となる。HULFT の運用では、ファイルの配信元および集信先の両端で問題を

切り分ける必要がある。 

 

HULFT 調査範囲： 

 ファイル配信元ホスト 

 ファイル集信先ホスト 

 要求発行元ホスト 

 要求受付先ホスト 

 

HULFT 監視・調査対象： 

 コマンド実行結果（リターンコード） 

 ファイル転送履歴 

 トレースログ 

 操作ログ 

 OS コンソールログ 

 

HULFT 通知手段： 

 メール送信 

 ジョブ連携 

 

ファイル転送復旧： 

 ファイルの復旧 

 ファイル転送の再実行 

 ジョブの再実行 
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3. 基本設計 

用語 

配信システム、集信システム、要求受付システム、HAクラスタ、配信要求、再配信要求、送信要求、再送要求、

コード変換、コードセット変換、外字変換、数値データ変換、ファイルトリガ機能、スケジュール機能、コンソー

ル、履歴管理、ログ管理、ID管理、暗号化方式、データ検証、ユーザ管理 

 

「 基本設計 」の学習目的 

運用方式設計にて決定した HULFT の運用方式、運用手段を入力情報として HULFT にどのような機能を求めるの

かを設計する。また、HULFT の性能や信頼性などの非機能要件を踏まえて、HULFT の構成や実装方法を検討する。

以下に、「 基本設計 」で検討する HULFT の構築および運用対象の例を示す。 

 

 通常運用：手順化されたファイル転送の正常処理の確認のための運用 

 保守運用：手順化された定期的な保守・メンテナンスのための運用 

 障害時運用：手順化された、もしくは手順化されていない障害時の運用 

 

構築設計 通常運用設計 保守運用設計 障害時運用設計 

ハードウェア設計 ファイル転送業務 バックアップ運用 リカバリ運用 

ソフトウェア設計 監視業務 構成管理 障害発生時運用 

ディスク設計 セキュリティ管理 バージョンアップ運用  

可用性・信頼性設計 バックアップ運用   

性能設計 ジョブ管理   

セキュリティ設計 履歴管理   

バックアップ・リカバリ設計 ユーザ管理   

ジョブ管理設計    

履歴管理設計    

ユーザ管理設計    
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３．１ 構築設計 

ファイル転送システムの構成を設計することが必要となる。HULFT のインストール構成、ネットワーク構成を

検討する。また、ソフトウェア構成やバージョン管理などの方針なども決定する。 

 

３．１．１ HULFT システム構成 

 HULFT は以下のシステムから構成される。それぞれのシステムが担う役割を正しく認識し、ファイル転送

の構成を決定する必要がある。 

 

 配信システム 

 システム管理情報の設定に従って、配信側ホストのファイルを集信側ホストに転送するシステムです。 

 集信システム 

 配信側ホストから送られたデータをシステム管理情報の設定に従って集信側ホストで受け取り、ファ

 イルを作成するシステムです。 

 要求受付システム 

 相手ホストからの要求を処理するシステムです。 

 

シングル構成： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA クラスタ構成： 

  ＜運用系＞        ＜待機系＞ 

                        
 
 
 
 
 
 
  

 
 

HULFT 

管理情報 履歴 

配信システム 

集信システム 

要求受付システム 

 
 

HULFT 

配信システム 

集信システム 

要求受付システム 

 

 
HULFT 

配信システム 

集信システム 

要求受付システム 

 

履歴 

管理情報 

共有ディスク 
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HULFT 連携： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワークファイル連携： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．２ ネットワーク構成 

HULFT のファイル転送において、通信プロトコルは TCP/IP を利用して通信する。HULFT は通信の相手ホスト

をホスト名で認識して通信を行うため、ホスト名で名前解決ができている必要がある。以下に、ネットワーク

を構成するために決定することの例を示す。 

 

 ホスト名／名前解決（IPアドレス） 

 IPv4/IPv6 

 物理ホスト名（HAクラスタ構成） 

 論理ホスト名（HAクラスタ構成） 

  

 
 

HULFT 

配信システム 

集信システム 

要求受付システム 

 
 

HULFT 

配信システム 

集信システム 

要求受付システム 

 

 
HULFT 

配信システム 

集信システム 

 

 
HULFT 

配信システム 

集信システム 

 

配信ファイル 

NAS 

集信ファイル 
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３．１．３ ソフトウェア構成 

HULFT を構成するソフトウェアを理解し、構築に必要なソフトウェアの準備ができる。 

 

HULFT： 

 対応 OS 

 グレード構成 

 バージョン 

 

HULFT オプション機能： 

 暗号オプション 

 HULFT SCRIPT 

 

HULFT 関連袈製品： 

 HULFT Manager 

 

その他： 

 必須ソフトウェア 

 Web ブラウザ 

 

３．１．４ 導入設計（インストール） 

HULFT の導入手段について必要事項を決定する。インストール対象となる製品の導入ディレクトリおよび

システムの環境設定を決定することが必要である。また、導入の契機や条件などを整理し、方法を明確にす

る。なお、具体的な導入方法は対象となる OS・プラットフォーム環境によって異なるため、マニュアルを確

認する。 

 

導入契機： 

 HULFT の新規・追加導入 

 環境移行（H/W、OS の変更など） 

 バージョンアップ 

 機能（オプション）追加 

 

導入方法： 

 新規ストールの場合の方法と手順 

 移行インストールの場合の方法と手順 

 バージョンアップインストールの場合の手順 

 機能（オプション）追加の場合の手順 
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導入までに検討すること： 

 ホスト名の決定 

 ワークディレクトリの決定 

 ポート No.の決定 

 動作言語の決定 

 日付形式の決定 

 etc. 

 
３．１．５ 可用性・信頼性設計 

ファイル転送システムやファイル転送業務に障害が発生した場合に、可能な限り短時間で復旧ができるよう

に可用性を設計する。可用性の確保のため、冗長化構成や待機サーバの構築など、システム構成についても検

討する。また、障害時にデータ消失が発生しない、もしくは最小限に抑えるための運用設計を行う。運用時間

や計画停止の有無、バックアップの取得有無や災害対策などが検討される。 

 

３．２ 機能設計 

ファイル転送の運用を実現するための機能（※）を決定します。 

※HULFT のファイル転送機能一覧は「 付録 5.1 HULFT 機能一覧 」を参照 

 

３．２．１ ファイル転送機能 

HULFT のファイル転送機能は、配信システム、集信システム、要求受付システムで構成されている。また、

ファイル転送の運用を支援する機能を、実行方法と共に決定する。 

ファイル転送の実行方法は、管理画面からの実行とコマンドユーティリティからの実行が選択できる。 

以下は各機能の概要説明である。 

 

配信システムの機能： 
配信システムの機能は、ファイルの送り元となるホストで使用する機能である。ファイルの配信要求、

エラー時の再配信要求、ファイル転送の同期・非同期の方式などを決定する。 

また、配信システムは、ファイルの配信方法を制御することも可能である。一つのファイルを複数の

ホストへ配信する、ネットワークの占有を回避する、データを圧縮する、多重処理を制御するなどの

機能が使用できる。配信システムの機能を使用するには、機能仕様に合わせて、以下の設定方式で指

定することが必要である。 

 

配信方式： 

 配信要求 

 再配信要求 
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配信手順： 

 管理画面実行 

 コマンド実行 

 

配信方法の定義： 

 配信管理情報 

 フォーマット情報 

 マルチフォーマット情報 

 ジョブ起動情報 

 転送グループ情報 

 詳細ホスト情報 

 システム動作環境設定 

 コマンドパラメータ 

 

集信システムの機能： 
集信システムの機能は、ファイルの送り先となるホストで使用する機能である。ファイルの送信要求、

エラー時の再送要求などを決定する。また、ファイルの送り元となる配信ホストへ受け取りの完了を

通知するタイミングを制御することも可能である。 

集信システムは、ファイルの受け取り方法を制御することも可能である。複数のファイルを一つの

ファイルへまとめて受け取る、世代管理する、多重処理を制御するなどの機能が使用できる。集信シ

ステムの機能を使用するには、機能仕様に合わせて、以下の設定方式で指定することが必要である。 

 
集信方式： 

 送信要求 

 再送要求 

 

集信手順： 

 管理画面実行 

 コマンド実行 

 

集信方法の定義： 

 集信管理情報 

 ジョブ起動情報 

 転送グループ情報 

 詳細ホスト情報 

 システム動作環境設定 

 コマンドパラメータ 
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要求受付システムの機能： 
要求受付システムは、相手ホストからの要求を受け付け、処理するシステムである。集信システムか

ら要求される送信要求を受け付け、配信システムへ実行を依頼する、HULFT 関連製品からの接続要求

を受け付ける、相手ホストから自ホストに登録しているジョブの実行依頼を受け付けるなどの機能が

使用できる。 

 

運用支援機能： 
HULFT の運用を支援する機能は、ファイル転送にメッセージを付与しての送信、ファイル転送処理完

了後のメール連携、複数ファイルの結合、転送テスト機能など、ファイル転送に関連する処理との運

用支援を行うことができる。 

 

３．２．２ コード変換機能（コードセット変換） 

 ファイルの文字コードについて変換方式を決定する。ファイル転送データの文字コードを配信ホスト、集

信ホストのコード体系に合わせて変換する。文字コード変換は、シングルバイト文字、マルチバイト文字に

対応し、配信ホスト、集信ホストのどちらかで変換することを決定する。HULFT が対応しているマルチバイ

ト文字は、JIS 基本漢字であり、JIS 第一水準、JIS 第二水準の漢字、ひらがな、カタカナ、記号、全角スペー

スが含まれる。対応範囲外の文字コードの変換には、外字変換機能を使用することとなる。 

また、コード変換機能では、改行コードだけの変換やコード変換を行わないことも選択できる。コード変換

を使用する場合は、変換後のデータサイズについて検討を行い、ディスク容量の設計にも反映する必要があ

る。 

 

コード変換： 
 日本語コードセット 

 中国語コードセット 

 対応文字コード種（シングルバイトコード） 

 対応文字コード種（マルチバイトコード） 

 数値データ 

 シフトコード 

 スペースコード 

 改行コード 

 タブコード 

 

外字変換： 
 外字変換設定 

 外字テーブル 
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日本語コードセットサポート範囲： 

 IBM 漢字 

 JEF 

 KEIS 

 NEC 漢字(JIPS(E)) 

 Shift-JIS 

 EUC 

 UTF-8 

 

中国語コードセットサポート範囲： 

 IBM 簡体字 

 GB18030 

 UTF-8 

 

1 バイトコードセット対応範囲： 

日本語 

 ASCII 

 カナ文字 

 英小文字 

 ASCII 

 ASPEN 

 IBM 英小文字 

 IBM 英小文字拡張 

 NEC カナ文字 

 IBM カナ文字拡張 

中国語 

 中国語簡体字拡張 

 

EBCDIC ユーザテーブル定義： 

HULFT に準備されている EBCDIC コードセット以外のコードセットに変換したい場合に、EBCDIC ユー

ザテーブルを定義する。 

 

制約： 

 EBCDIC ユーザコードテーブルを使用して、UTF-8 との変換はできない 

 EBCDIC ユーザコードテーブルを使用して、中国語コードセットとの変換はできない 
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３．２．３ コード変換機能（数値データ変換） 

数値データの変換方式を決定する。 

 

数値データタイプ： 
 サイン付内部 10 進数（パック）タイプ 

 サイン付外部 10 進数（ゾーン）タイプ 

 浮動小数点タイプ 

 サイン無外部 10 進数タイプ 

 バイナリタイプ 

 

数値データ変換規則： 
 パック・ゾーン変換 

 バイトオーダの変換 

 

３．２．４ コード変換機能（コードセット・数値データ以外の変換） 

コードセット、数値データ以外のコード変換対象を確認し、変換方式を決定する。 
 

 バイナリ転送（コード変換なし） 

 無変換（コード変換なし・改行コード変換あり） 

 シフトコード変換 

 

３．２．５ ジョブ連携機能 

ファイル転送と連携するジョブの起動方法を決定する。ジョブ連携の運用方針に従って、起動するジョブ

の一覧を作成し、ファイル転送との連携タイミングとしてジョブ起動の契機などを設計する。 

また、ファイル転送の情報をジョブに連携するための環境変数について定義する。 

 

ジョブ連携項目： 
 ジョブ起動情報 
 配信管理情報 
 集信管理情報 
 スケジュール情報 
 ファイルトリガ情報 

 
 配信前ジョブ 
 配信後ジョブ（正常・異常） 
 集信後ジョブ（正常・異常） 
 ジョブ実行権限の定義 
 ジョブ実行結果確認方法 
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ジョブ連携関連情報： 
 環境変数 

 リモートジョブ実行コマンド 

 HULFT Script 

 

３．２．６ ファイルトリガ機能 

対象となるファイルを指定し、ファイル操作を監視することで、ジョブを実行するための実行契機を定義

する。対象となるファイル、ディレクトリ構成、操作種別、監視方法や間隔などを定義する。 

 

 監視対象（ディレクトリ・サブディレクトリ） 
 監視操作（作成・削除・変更） 
 監視方法（タイムスタンプ・ファイルサイズ） 
 監視間隔 
 ファイル操作可否確認 
 実行ジョブ 
 ジョブ実行ユーザ管理 

 
３．２．７ スケジュール機能 

ファイル転送業務を自動化するために、スケジュールを設定することができる。スケジュール定義では、

実行の契機、時間・曜日などを設定でき、さらに休日処理や有効期限を設定することで実際の業務運用に即

したスケジュールを設計することができる。運用のために、実行履歴の確認、スケジュールの追加、変更、

キャンセルの方法などを定義することが必要となる。 

 

 スケジュール定義 

頻度（１回のみ・毎日・毎週・毎月・月末）（インターバル *HULFT Script のみ） 

実行時刻 

実行曜日 

休日処理 

有効期限（スケジュール適用日） 

 スケジュール履歴 

 スケジュール実行キャンセル 
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３．２．８ システム管理機能 

ファイル転送システムに関する管理機能を理解する必要がある。システム管理の対象として、管理情報、

システム動作環境設定、履歴管理などシステムを運用するうえで必要となる情報が対象となる。 

システム管理機能： 
 管理情報  

 システム動作環境設定  

 履歴の管理 

 

３．２．９ システム運用支援機能 

HULFT にはファイル転送システムを円滑に運用するための支援機能が準備されていることを理解し、選択

することが必要となる。運用支援機能は、ファイル転送とジョブ連携、メール連携、ファイルの結合・分解、

テストなどが準備されている。 

 

システム運用支援の機能： 
 メッセージ送信  

 メール連携  

 ジョブ実行結果通知  

 集信後ジョブ結果参照要求  

 リモートジョブ実行  

 ファイルレコード編集機能  

 複数ファイル結合機能  

 転送状況表示  

 HULFT API の提供  

 リモート生存監視  

 転送テスト  

 転送設定の自動最適化 
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３．３ 履歴管理設計 

HULFT はファイル転送の結果やシステムの稼働状況などをファイルに出力することができる。HULFT を使用

するうえで必要な履歴を、「 収集 」、「 保管 」、「 監視 」、「 分析 」などの要素に分けて、管理方針を決定

する。 

履歴は通常の業務運用状況や障害時の問題切り分けなどのため、履歴管理の方式を検討することが必要とな

る。履歴の出力形式は、OS ごとに違っているため、稼働環境によって運用方式を検討することが必要である。 

履歴の保存に関しては、履歴の出力件数（ファイル転送処理量）を計算し、履歴ファイルの容量および保存

期間を検討することが必要である。履歴の削除は、手動削除もしくは閾値を用いた自動削除の方式を選択する

ことができる。 

 

履歴管理方針： 

 収集：ファイル転送やシステム稼働状況の履歴・ログの出力方式を理解する 

 保管：収集した履歴が、どこから出力され、どのような種別なのか、いつ出力されたのかを管理する 

 監視：履歴・ログファイルに、異常、Warning、Error などが出力された場合の対処を決定する 

 分析：履歴・ログ情報からシステムの予防保守につながるデータを抽出し、改善を検討する 

 

３．３．１ 履歴・ログ収集設計 

HULFT の収集・保管対象となる履歴・ログを設計する。 

収集方式の決定には、ログの出力場所と収集対象となる種別を定義することが必要である。 

 

履歴設計項目： 

 HULFT 

ファイル転送履歴（配信・集信・要求受付） 

操作ログ 

スケジュール履歴(*1) 

コンソールログ(*1) 

トレースログ(*2) 

メッセージログ(*3) 

 

 システム（OS） 

イベントログ(*1) 

OS コンソールログ 

*1 HULFT for Windows で出力できる情報 

*2 HULFT for UNIX/Linux で出力できる情報 

*3 HULFT for IBMi で出力できる情報 
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３．３．２ 履歴・ログ出力設計 

HULFT が出力する履歴・ログの内容を理解する。 

 

 履歴出力内容 

ファイル転送結果（正常・異常） 

ジョブ実行結果（正常・異常） 

操作ログ（ファイルアクセス・コマンド実行） 

起動・停止結果 

ファイル配信の開始・終了 

ファイル集信の開始・終了 

ジョブの実行・終了 

各種エラー 

etc. 

 

 履歴出力形式 

メッセージレベル（I:インフォメーション・W：ワーニング・E：エラー（軽度）・X：エラー（重度）） 

プログラム種別 

エラーコード 

etc. 

 

３．３．３ 履歴・ログ保存設計 

履歴・ログの保管期間を種別ごとに決定する。履歴の出力量を計算し、保管量を算出する（サイジング）。 

また、履歴・ログファイルの保管方法や世代管理やローテーションの方式を決定する。なお、履歴・ログ

の削除は、手動実行と自動実行から選択できる。 

 

 履歴保存期間の設定 

 履歴保存量の設定 

 履歴世代管理の設定 

 履歴ローテーションの設定 

 

 履歴削除方法 

手動削除（管理画面・コマンド） 

自動削除（閾値） 
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３．３．４ 履歴・ログ監視・分析設計 

履歴・ログファイルを監視するための条件を定義する。監視対象のログの種類、エラーコード、エラーメッ

セージ、エラーの原因（ファイル転送エラーやシステム異常）など異常を検知するための条件を決定する。

また、異常発生時の通知、エスカレーションの方法やルールを決定する。 

 

履歴確認方法： 

 HULFT 管理画面（出力項目） 

 コマンド（出力項目） 

 

３．４ データ仕様設計 

３．４．１ ID 管理 

 HULFT のファイル転送では、転送するファイル単位に配信側ホストと集信側ホストに管理情報を設定する。

設定するそれぞれの管理情報に、ファイル ID を定義して管理します。ファイル ID は関連する情報を紐づけ

る役割があるため、関連する情報には同一の IDを定義する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配信システム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■転送グループ情報 

転送グループ ID 

ホスト名 

集信システム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ジョブ起動情報 

ジョブ ID 

■配信管理情報 

ファイル ID 

ジョブ ID 

転送グル―プ ID 

フォーマット ID 

マルチフォーマット ID 

■詳細ホスト情報 

ホスト名 

■マルチフォーマット情報 

フォーマット ID 

マルチフォーマット ID 

■フォーマット情報 

フォーマット ID ■システム動作環境設定 

■ジョブ起動情報 

ジョブ ID 

■集信管理情報 

ファイル ID 

ジョブ ID 

転送グル―プ ID 

■詳細ホスト情報 

ホスト名 

■転送グループ情報 

転送グループ ID 

ホスト名 

■システム動作環境設定 
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３．４．２ データフォーマット設計 

転送するファイルのデータフォーマットを確認し、HULFT のファイル転送設定を決定する。データ形式を

決定し、データ形式に沿った転送形式の選択や、フォーマット情報を設定した転送を定義する。 

 

ファイル形式： 

 固定長 

 可変長 

 CSV 

 

ファイル転送形式： 

 テキスト形式 

１バイトコード・２バイトコード・タブ・改行・シフトコード変換 

 バイナリ形式 

コード変換なし 

 フォーマット形式 

１バイトコード・２バイトコード・数値データ・シフトコード変換 

 マルチフォーマット形式 

１バイトコード・２バイトコード・数値データ・シフトコード変換 

 

フォーマット設計： 

 データ項目タイプ 

文字（１バイト・２バイト・可変長） 

バイナリ（符号付整数数値データ） 

サイン無外部１０進数 

サイン付き内部１０進数 

サイン付き外部１０進数 

浮動小数点 

イメージ（無変換データ） 

改行コード 

シフトコード 

 データの項目名 

 データの項目長 

 データの文字コード種 
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３．４．３ データ保存期間設計 

ファイル転送データの保存期間を定義する。ファイルを配信後に保存するのか、データを削除するのか、

ファイルを削除するのか、ファイルを集信後に保存するのか、削除するのか、退避するのかなどの方針を決

定する。また、集信ファイルを世代管理することもできるため、世代管理のローテーションルールなど、保

存量と保存期間を決めることが必要となる。 

データの保存に関しては、ファイル転送異常発生時の取り扱いも検討することが必要である。 

 

 データ保存期間の設定 

 データ保存量の設定 

 データ世代管理の設定 

 

３．５ セキュリティ設計 

ファイル転送システムのセキュリティ設計を定義する。 
 

３．５．１ 暗号化 

HULFTの暗号化方式および実装方法を決定する。HULFTの暗号化は共通鍵暗号方式が実装されているため、

暗号キーの設計および暗号キー更新の方法、契機など運用方法についても決定する。また、HULFT 暗号化の

制約事項についても確認することが必要である。 

 

設計： 

 暗号化方式設計 

 暗号キー設計 

 暗号キー更新ルール(定期・臨時) 

 

設定： 

 システム動作環境設定 

 配信管理情報 

 集信管理情報 

 

制約： 

 配信側ホストと集信側ホストの暗号化方式が不一致の場合の暗号・複合化 

 暗号キーの不一致の場合のデータの暗号・複合化 

 暗号キーが配信側にのみ設定されている場合の暗号・複合化 

 暗号キーが集信側のみに設定されている場合の暗号・複合化 
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３．５．２ データ検証 

HULFT のデータ検証方式を決定する。HULFT はファイルを集信した際に、配信側ホストが配信したデータ

と一致しているかを検証することができる。なお、データ検証機能の有効・無効は設定によって制御される

ため、使用の有無について決定することが必要となる。また、データ検証機能は性能に関連する項目である

ため、性能への影響を考慮した運用設計が必要となる。 

 
設計： 

 データ検証機能（ハッシュ値） 
 

設定： 
 集信管理情報 

 
３．５．３ セキュリティ対策支援機能 

セキュリティ対策の支援機能として、ユーザ操作の記録、ファイル転送実行時のホストチェック機能、

HULFT のサービス要求時の許可設定などを設定することができる。 

 

操作ログ出力： 

HULFT は、要求が発行された場合、コマンドが実行された場合、システムファイルにアクセスされた場

合などに、だれが何を行ったのかを記録として出力できる。予定されていないコマンドの実行や、不審な

履歴、管理情報に不適切な値が設定されている場合などに調査対象とすることができる。操作ログを調査

することで、不正な処理、アクセス、操作および設定ミスを特定することができる。 

HULFT が出力する操作ログには、ファイルアクセスログとコマンド実行ログの２種類がある。それぞれ

の操作ログに出力される情報やファイル形式、出力されるタイミングなどについて理解し、HULFT の設定

および運用を設計する。 

 

設計： 
 操作ログ出力の可否 

 ユーザ通知 

 操作ログ出力切り替えの運用 

 

設定： 

 システム動作環境設定 

 

運用： 
 操作ログ表示コマンド 

 操作ログ手動切り替えコマンド 

 操作ログ自動切り替え 
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転送グループチェック： 

HULFT はファイルを集信するときに、配信側ホストが指定のホストかどうかを確認することができる。確

認するためには、集信管理情報に転送グループ情報が登録されている必要がある。 

 

設計： 
 転送グループチェックの可否 

 

設定： 
 システム動作環境設定 

 集信管理情報 

 転送グループ情報 

 

サービス要求受付チェック： 

要求受付システムでサービスの要求を受け付けるときに、登録済みホストからの要求であるのか、サービ

スの種類は許可されているのかを判断し、意図しないサービス要求を受け付けた場合は拒否することがで

きる。 

 
機能： 

 サービス要求時の要求発行元ホストチェック 

 サービス要求単位の要求受付設定 

 

設計： 
 転送グループチェックの可否 

 

設定： 
 システム動作環境設定 

 詳細ホスト情報 
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３．５．４ 管理者権限 

 ユーザ管理機能として、ユーザ登録と権限設定を行うことができる。 

 ファイル転送業務担当者のユーザ登録を行い、管理情報のアクセス権や履歴情報のアクセス権付与を検討

し、不正アクセスや不正操作の防止を検討する。 

 

ユーザ権限設計項目： 

 HULFT の導入 

 HULFT の起動、停止 

 HULFT 管理画面の操作 

 HULFT コマンドの実行 

 HULFT 管理情報の参照、登録、更新、削除 

 HULFT 履歴情報の参照、削除 

 HULFT Manager の使用 

 

ユーザ情報： 

 OS アカウント 

 HULFT ユーザ情報 

 

３．６ 性能設計 

運用方式設計で定義した評価基準を元に、性能要件を定義する。ファイル転送時間、転送効率、多重度など

を決定する。ファイル転送の方式、コード変換、圧縮など転送性能に影響のある機能を評価し、業務要件を満

たすための定義を選択することが必要となる。なお、ファイル転送のチューニングには自動設定機能を利用す

る、もしくは、手動で定義することが可能である。 

  

性能評価指標： 

 転送時間 

 転送間隔 

 転送量 

 配信多重度 

 集信多重度 

 ホスト別多重度 

 

性能評価方法： 

 転送時間の確認（履歴） 

 転送レートの確認（履歴） 

 多重度処理の確認 
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性能関連設定： 

 配信管理情報 

転送ブロック数 

転送ブロック長 

転送間隔 

 

 システム動作環境設定 

ソケットバッファサイズ 

配信多重度 

集信多重度 

 

３．７ 運用設計 

ファイル転送システムを運用するにあたって要求される機能から運用形態、運用フローを想定する 

 

通常運用設計： 

 ファイル転送業務 

 ファイル転送業務運用 

 リトライ方式 

 ドキュメント管理（各種マニュアル） 

 

 監視業務 

方針： 

監視対象となる履歴・ログファイルを定義し、それらの出力フォーマットおよび監視方法を定義す

る。 

方法： 

監視方法、監視対象を決定する。 

通知： 

異常を検知した場合の通知方法を決定する。 

 

稼働監視： 

 配信システム（プロセス） 

 集信システム（プロセス） 

 要求受付システム（プロセス） 

 スケジュール（プロセス） 
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障害（エラー）監視： 

 ファイル転送履歴監視 

 トレースログ監視 

 システムログ監視 

 OS コンソール監視 

 メッセージログ監視 

 コマンド実行結果監視 

 

性能監視： 

 ファイル転送履歴監視（転送レート） 

 リソース監視（データ保存量・履歴保存量） 

 

セキュリティ監視： 

 操作ログ監視（不正操作） 

 

 セキュリティ管理 

「 3.5 セキュリティ設計 」参照 

 

 バックアップ管理 

方針： 

バックアップの対象、バックアップの時期を決定する。また、バックアップする際に、ファイル転

送システムを停止することができるのか、許容時間はどれくらいなのかなど、見込みを策定する。 

方法： 

バックアップの方法を決定する。 

 保管： 

バックアップデータの保存先、保存期間などを決定する。保存期間を検討する際には復旧するとき

にどの時点のデータで復旧するのかを加味して決定する。 

 

 ジョブ管理 

ファイル転送と連携するジョブを定義する。 

 

 履歴管理 

「 3.3 履歴管理設計 」参照 

 

 ユーザ管理 

「 3.5 セキュリティ設計 」参照 
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保守運用設計： 

 バックアップ運用 

定期的なバックアップの手法を検討し、障害発生時のリカバリに備える。 

バックアップ方式やバックアップデータの管理方法を決定する。 

 

 構成管理 

 製品（OS・バージョン・グレードなど） 

 オプション機能 

 関連製品 

 関連ソフトウェア 

 

障害時運用設計： 

 リカバリ運用 

障害発生時のリカバリ手法を定める。 

 

 リストア手順（バックアップ時点復旧） 

 リカバリ手順（最新状態復旧） 

 

 障害発生時取得情報： 

障害発生時に取得する情報を定める。 

 

 システム構成 

 エラー発生時の実行結果（画面ハードコピー） 

 エラー発生時の履歴、コマンドのログ 

 履歴ファイル 

 クラスタの場合 

 相手ホスト 
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4. 付録 

４．１ HULFT 機能一覧 

 

機能名 

HULFT for 

Mainfram

e 

HULFT for 

IBMi 

HULFT for 

UNIX/Lin

ux 

HULFT for 

NSK 

HULFT for 

Windows 

配信側機能 

 

配信要求と再配信要求 ○ ○ ○ ○ ○ 

チェックポイント再配信 ○ ○ ○ ○ ○ 

自動再配信 ○ ○ ○ ○ ○ 

同期転送と非同期転送 ○ ○ ○ ○ ○ 

同報配信 ○ ○ ○ ○ ○ 

間欠転送 ○ ○ ○ ○ ○ 

圧縮転送 ○ ○ ○ ○ ○ 

配信多重度 ○ ○ ○ ○ ○ 

優先度と配信待ち処理の設定変更 ○ ○ ○ ○ ○ 

集信側機能 

 

送信要求と再送要求 ○ ○ ○ ○ ○ 

チェックポイント再送 ○ ○ ○ ○ ○ 

単一集信と複数集信 ○ ○ ○ ○ ○ 

世代管理 ○ ○ ○ ○ ○ 

集信多重度 ○ ○ ○ ○ ○ 

集信完了通知 ○ ○ ○ ○ ○ 

受信可能通知 ○ ○ ○ ○ ○ 

配信および集信で使用する機能 

 

ネットワークファイルの配信および集信 － － ○ － ○ 

コード変換 ○ ○ ○ ○ ○ 

データ転送方法（電文転送タイプ）の選択 ○ ○ ○ ○ ○ 

キャンセル ○ ○ ○ ○ ○ 

動的指定 ○ ○ ○ ○ ○ 

要求受付機能 

 
HULFT Manager からの接続要求に対する処理 ○ ○ ○ ○ ○ 

システム管理機能 

 

管理情報 ○ ○ ○ ○ ○ 

管理情報のリスト出力 ○ ○ ○ ○ ○ 



HULFT 技術者資格認定制度 

HULFT Advanced Engineer シラバス  
HULFT 技術者資格認定制度

運営委員会 45 / 48 

 

Copyright © SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 
 

システム動作環境設定 ○ ○ ○ ○ ○ 

履歴の管理 ○ ○ ○ ○ ○ 

システム運用支援の機能 

 

動作言語および日付形式の選択 ○(*1) ○ ○ ○ ○ 

メッセージ送信 ○ ○ ○ ○ ○ 

メール連携 － － － － ○ 

ジョブ起動 ○ ○ ○ ○ ○ 

スケジューラ機能 － － － － ○ 

ジョブ実行結果通知 ○ ○ ○ ○ ○ 

集信後ジョブ結果参照要求 ○ ○ ○ ○ ○ 

リモートジョブ実行 ○ ○ ○ ○ ○ 

ファイルトリガ － － ○ － ○ 

ファイルレコード編集機能 － － ○ ○ ○ 

複数ファイル結合機能 ○ ○ ○ ○ ○ 

転送状況表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

HULFT API の提供 ○ － ○ ○ ○ 

リモート生存監視 － － ○ ○ ○ 

転送テスト ○ ○ ○ ○ ○ 

転送設定の自動最適化 － ○ ○ ○ ○ 

セキュリティ 

 

データ検証機能 ○ ○ ○ ○ ○ 

転送グループチェック ○ ○ ○ ○ ○ 

操作ログの出力 ○ ○ ○ ○ ○ 

暗号化 ○ ○ ○ ○ ○ 

サービス要求受付時の要求発行元ホストチェック

機能 
○ ○ ○ ○ ○ 

サービス要求単位の要求受付設定機能 ○ ○ ○ ○ ○ 

その他の機能 

 

システム動作環境設定の問い合わせ機能 － － ○ － － 

システム動作環境設定の再設定機能 － － ○ － － 

HULFT8 Script － － ○ － ○ 

○ : 機能あり 

－ : 機能なし 

*1 : HULFT for MSP および HULFT for XSP の場合、動作言語の選択はできません。 

 
 
 



HULFT 技術者資格認定制度 

HULFT Advanced Engineer シラバス  
HULFT 技術者資格認定制度

運営委員会 46 / 48 

 

Copyright © SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD. All Rights Reserved. 
 

４．２ 要求受付機能 

 

要求受付機能： 

 送信要求 

 再送要求 

 マネジャー接続 

 ジョブ実行結果通知 

 集信後ジョブ結果参照要求 

 リモートジョブ実行 

 ファイルトリガ 

 

HULFT Manager からの接続要求： 

 各管理情報の更新および削除 

 システム動作環境設定の更新 

 配信要求および送信要求の発行 

 配信履歴および集信履歴の参照および削除 
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5. 参考文献 

５．１ マニュアル 

 HULFT 製品マニュアル 

 HULFT8 新機能・非互換説明書 

 HULFT8 機能説明書 

 HULFT8 コード変換マニュアル 

 HULFT8 暗号オプション マニュアル 

 

 HULFT8 Script マニュアル 

 HULFT8 Script 運用監視ガイド 

 HULFT8 Script クラスタ構成ガイド 

 

 導入マニュアル 

 アドミニストレーションマニュアル 

 オペレーションマニュアル 

 エラーコード・メッセージ 

 クラスタ対応マニュアル 

 スケジューラマニュアル 

 
５．２ 研修サービス（有償） 

 「研修サービス」では、実機を用いた集合研修をご用意しております。HULFT や関連する HULFT Family
製品の概要から各機能、操作・管理方法までを効率よく習得することができます。これから製品をお使いにな

るお客様から、すでにご活用いただいているお客様まで、プラットフォームごとのコースをご用意しています

ので、受講後すぐに業務にお役立ていただけます。 
＜参照 URL＞ 
https://www.hulft.com/seminar 

 
５．３ セミナー（無償） 

 HULFT を中心に、関連する HULFT Family 製品を有効に活用いただくためのコツやポイントを、デモン

ストレーションや導入事例などを交え、より分かりやすくご紹介します。アップデート情報など、HULFT に

関する情報収集や、これから製品利用を始めるお客様、すでに製品をご活用いただいているお客様まで、幅広

くお役立て頂ける情報をセミナーにてご紹介します。 
＜参照 URL＞ 
https://www.hulft.com/seminar 
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