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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
●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）
，Windows
Server 2003 R2（x64）
P-2443-7D74 uCosminexus Application Server Standard 07-60
P-2443-7K74 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60
P-2443-7M74 uCosminexus Web Redirector 07-60
P-2443-7S74 uCosminexus Service Platform 07-60 ※
●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP
P-2443-7E74 uCosminexus Developer Standard 07-60
P-2443-7F74 uCosminexus Developer Professional 07-60
P-2443-7T74 uCosminexus Service Architect 07-60 ※
P-2443-7U74 uCosminexus Operator 07-60 ※
●適用 OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）
，Windows
Server 2003 R2（x64），Windows Vista，Windows XP
P-2443-7H74 uCosminexus Client 07-60
●適用 OS：AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3
P-1M43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60 ※
P-1M43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 ※
P-1M43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60 ※
P-1M43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60 ※
●適用 OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）
P-1J43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60 ※
P-1J43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 ※
P-1J43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60 ※
●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat
Enterprise Linux ES 3（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86）
，Red Hat Enterprise Linux AS 3
（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux
ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
，Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
P-9S43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60 ※
P-9S43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 ※
P-9S43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60 ※
●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat
Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86）
，Red Hat Enterprise
Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel
EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced
Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
，Red Hat Enterprise
Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）
P-9S43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60 ※
●適用 OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF），Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
，Red Hat
Enterprise Linux 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
P-9V43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60 ※
P-9V43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 ※

P-9V43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60 ※
●適用 OS：Solaris 9，Solaris 10
P-9D43-7D71 uCosminexus Application Server Standard 07-60 ※
P-9D43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise 07-60 ※
P-9D43-7M71 uCosminexus Web Redirector 07-60 ※
P-9D43-7S71 uCosminexus Service Platform 07-60 ※
※印の製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リ
リースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■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。

■商標類
Active Directory は，米国 Microsoft Corporation の，米国およびその他の国における登録商標または商標で
す。
AIX は，米国における米国 International Business Machines Corp. の登録商標です。
AMD は，Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
BIG-IP，3-DNS，iControl Services Manager，FirePass および F5 は F5 Networks Inc の商標，または
登録商標です。
Borland のブランド名および製品名はすべて，米国 Borland Software Corporation の米国およびその他の国
における商標または登録商標です。
CORBA は，Object Management Group が提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
gzip は，米国 FSF(Free Software Foundation) が配布しているソフトウェアです。
HP-UX は，米国 Hewlett-Packard Company のオペレーティングシステムの名称です。
IIOP は，OMG 仕様による ORB(Object Request Broker) 間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Intel は，Intel Corporation の会社名です。
Internet Explorer は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標で
す。
Itanium は，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標
です。
Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.
の商標または登録商標です。
JavaScript は，米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
JDK は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linux は，Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Microsoft は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Microsoft Internet Information Services は，米国 Microsoft Corp. の商品名称です。
Microsoft Office Excel は，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
Microsoft SQL Server は，米国 Microsoft Corp. の商品名称です。

OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model

Driven

Architecture は，

Object Management Group, Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLE は，米国 Oracle Corporation の登録商標です。
Oracle は，米国 Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の登録商標です。
Oracle8i は，米国 Oracle Corporation の商標です。
Oracle9i は，米国 Oracle Corporation の商標です。
Oracle 10g は，米国 Oracle Corporation の商標です。
PA-RISC は，米国 Hewlett-Packard Company の商標です。
Red Hat は，米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境において XML ベースの情報を交換する
ための通信プロトコルの名称です。
Solaris は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
SQL Server は，米国法人 Sybase，Inc. の商標です。
Sun，Sun Microsystems，Java は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標ま
たは登録商標です。
Sun Microsystems は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標
です。
UNIX は，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標
です。
Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vista は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
X/Open は，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipse は，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc. により構築され
た開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国 Sun
Microsystems,Inc. が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX
System Laboratories,Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

■発行
2006 年 4 月 ( 第 1 版 ) 3020-3-M03
2007 年 12 月 ( 第 4 版 ) 3020-3-M03-60

■著作権
All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2007, Hitachi, Ltd.

変更内容
変更内容（3020-3-M03-60）uCosminexus Application Server Standard 07-60，uCosminexus
Developer Standard 07-60，uCosminexus Developer Professional 07-60，uCosminexus Client
07-60，uCosminexus Application Server Enterprise 07-60，uCosminexus Web Redirector 07-60，
uCosminexus Service Platform 07-60，uCosminexus Service Architect 07-60，uCosminexus
Operator 07-60
追加・変更内容

変更個所

Application Server で，バッチ処理を実行するアプリケーションの実行基盤
をサポートした。これに伴い，バッチアプリケーションおよびバッチサーバ
に関する説明を追加した。

1.1，1.1.1，1.1.4，1.3，
3 章，14 章，15 章，
16.2.1，16.2.2，16.4，
17.1，17.1.2，17.2，
17.4，17.5，17.5.1，
17.5.2，17.7.1，17.7.2，
17.8.1，17.10.2，
17.10.5，17.10.7，
18.1，18.3，18.3.1，
18.3.7，19.1，20.1，
20.2.1，20.2.3，20.3.1，
21.1，21.2.1，21.2.3，
21.2.5，21.4.1，21.4.2，
21.4.3，22.1，22.1.1，
22.1.2，22.1.3，22.2.2，
22.2.5，22.3，22.5，付
録J

システム構築のツールとして，セットアップウィザード機能をサポートし
た。これに伴い，セットアップウィザード機能の説明を追加した。

1.1.2，2.3，3.3，16，
16.1，16.2，16.2.1，
16.5，16.6，付録 J

Solaris の記述を追加した。

1.1.4，2.5.2，3.5.2，
22.1

次のインタフェースに別名を設定できるようにした。
• ローカルホームインタフェース
• ローカルビジネスインタフェース
• リモートビジネスインタフェース

2.2.3，2.2.5，3.2.2，
8.2.1，8.3，8.3.1，
8.3.2，8.3.3，8.3.4，
8.3.5，8.3.6，8.4，
8.4.4，付録 A.2

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで，Inbound の通信モデル
を使用できるようにした。これに伴い，メッセージインフローの機能を使用
できるようにした。

2.2.6，5.2.1，5.5.2，
5.13.6，9.1，9.2.1，
9.2.2，9.2.4，9.3.3，
9.9，9.9.1，9.9.2，
9.13，9.13.1，9.13.3，
9.13.6，9.14，19.3.3，
19.7.1，付録 A.2，付録
J

Connector 1.5 仕様の管理対象オブジェクトをルックアップできるようにし
た。

2.2.6，8.1.1，9.13.4

追加・変更内容

変更個所

Web アプリケーションを実行する場合の留意事項に，クエリ文字列の解析の
説明を追加した。

4.2.2，付録 C.1

セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，開発環境で使用するグ
ローバルセッション情報のサイズ見積もり機能の説明を追加した。

4.4.4，12.1.2，12.2.3，
12.2.10，12.7.4

デフォルトの文字エンコーディング適用時の注意事項を追加した。

4.6.5

ラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けを指定する場合の注意事項
を追加した。

4.23.3

JSP トランスレーション下位互換機能を追加した。

4.31

EL（Expression Language）のエスケープシーケンスに関する注意事項を
追加した。

4.32.5

07-00 より前のバージョンと 07-00 以降のバージョンで，JSP のコンパイル
の動作が異なることについての注意事項を追加した。

4.32.9，4.32.10，
4.32.11，4.32.12，
4.32.13

EJB 2.1 の Message-driven Bean を使用できるようにした。

5.2.1，5.5.1，5.5.2，
5.13.1

アノテーション @Resource で次のリソースタイプを指定できるようにした。
• javax.jms.ConnectionFactory
• javax.jms.TopicConnectionFactory
• javax.jms.Topic

5.2.5

デフォルトインターセプタを使用できるようにした。

5.2.6

コネクションが自動クローズされるタイミングについての説明を追加した。
また，自動クローズされたことを確認する方法を追加した。

9.11.6

トランザクションリカバリについての注意事項を追加した。

9.11.9，9.13.5

Message-driven Bean のインスタンスプールとスレッドプーリングとの関係
についての説明を追加した。

9.13.2

Connector 1.5 仕様のリソースアダプタを使用する場合の注意事項を追加し
た。

9.13.7

セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，グローバルセッション情
報として指定できるセッション情報のデータ型として，直列化可能クラスの
オブジェクトの説明を追加した。

12.2.3，12.6.3，12.7.1，
12.7.4

セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，HTTP セッションに登録
されたすべてのセッション情報をグローバルセッション情報として引き継ぐ
設定の説明を追加した。

12.2.3，12.7.4

セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理後に出力されるメッセー
ジの説明を追加した。

12.6.3

監査ログ出力機能を使用できる製品に，次の製品を追加した。
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Service Architect

20.2.2

追加・変更内容
次の製品の適用 OS に，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5
Advanced Platform（AMD/Intel 64），および Red Hat Enterprise Linux 5
（AMD/Intel 64）を追加した。
• uCosminexus Service Platform

変更個所
−

次の製品の適用 OS に Linux（IPF）を追加した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Web Redirector

−

次の製品の適用 OS に Solaris を追加した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Web Redirector
• uCosminexus Service Platform

−

HP-UX（PA-RISC）のサポート中止に伴い，この OS に適応していた次の
製品の記述を削除した。
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Web Redirector

−

次の製品の適用 OS から HP-UX（IPF）を削除した。
• uCosminexus Service Platform

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3020-3-M03-40）uCosminexus Application Server Standard 07-50，uCosminexus
Developer Standard 07-50，uCosminexus Developer Professional 07-50，uCosminexus Client
07-50，uCosminexus Application Server Enterprise 07-50，uCosminexus Web Redirector 07-50，
uCosminexus Service Platform 07-50，uCosminexus Service Architect 07-50，uCosminexus
Operator 07-50
追加・変更内容
操作を実行するコマンドや機能についての記述を，推奨するコマンドや機能を使用した記述に置き換え
た。また，非推奨のコマンドや機能についての記述を削除した。
監査ログを出力する機能を追加した。
データベース監査証跡と連携する機能を追加した。
1.4 モードで使用できる機能として，Connector 1.5（outbound）を追加した。
セキュリティ設定のチェック機能を削除した。
JP1/PAM，JP1/Cm2/NNM，および JP1/PFM/SSO と連携する機能を削除した。
JP1/NETM/Audit と連携した，監査ログの収集と一元管理の機能を追加した。
リダイレクタを使用して，POST データサイズでリクエストを振り分ける機能を追加した。
リソースアダプタのライフサイクル管理の機能を追加した。
リソースアダプタのワーク管理の機能を追加した。

追加・変更内容
コネクション定義の複数指定の機能を追加した。
複数の構築済み実行環境の切り替え機能を追加した。
アノテーションの参照を抑止する機能を追加した。
インプロセス HTTP サーバおよび簡易 Web サーバのエラーステータスコードに，Content-Length ヘッ
ダに関する説明を追加した。
セッション管理で使用するグローバルセッションを，URL 書き換えで制御する機能を追加した。
HTTP レスポンス圧縮機能に必要なメモリ量についての情報を追加した。
JSP のカスタムタグで，スクリプト変数を定義する場合の注意事項を追加した。
Unicode の補助文字の送受信に関する注意を追加した。
EJB ホームオブジェクトへの再接続機能を追加した。
J2EE アプリケーションにリソースアダプタを含めて使用する方法を追加した。
使用できる JDBC ドライバに，SQL Server 2005 JDBC Driver を追加した。
DB Connector での XDM/RD E2 接続で使用できる JDBC ドライバに，HiRDB Type4 JDBC Driver を
追加した。
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用する場合に，ステートメントキャンセル機
能を使用できるようにした。
トランザクションマネジャのインタフェースに，javax.transaction.Transaction を追加した。また，ト
ランザクションマネジャを使用する際の注意事項を追加した。
セッションフェイルオーバ機能を使用するための前提となる機能から，HTTP Cookie の有効化を削除し
た。
セッションフェイルオーバ機能を使用するための前提条件に，HTTP セッションのステッキーの設定を
追加した。
HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御を追加した。
URL 書き換えによるグローバルセッションの制御を追加した。
グローバルセッション情報の最大サイズの説明に，文字種ごとの URL エンコード後のサイズに関する説
明を追加した。
java，javaw コマンドに関する記述を削除した。
AIX 5L V5.1 のサポート中止に伴い，この OS に適応していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector

追加・変更内容
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System，Microsoft(R) Windows(R) 2000
Datacenter Server Operating System，および Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating
System のサポート中止に伴い，これらの OS に適応していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System のサポート中止に伴い，この OS に適応
していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect
次の製品の適用 OS に，HP-UX（IPF）を追加した。
• uCosminexus Service Platform
次の製品の適用 OS に，HP-UX 11i V3（IPF）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Web Redirector
次の製品の適用 OS に，Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T），および Red Hat
Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector
次の製品の適用 OS に，Windows Vista を追加した。
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect

変更内容（3020-3-M03-20）uCosminexus Application Server Standard 07-10，uCosminexus
Application Server Enterprise 07-10，uCosminexus Developer Standard 07-10，uCosminexus
Developer Professional 07-10，uCosminexus Client 07-10，uCosminexus Web Redirector 07-10，

uCosminexus Service Platform 07-10，uCosminexus Service Architect 07-10，uCosminexus
Operator 07-10
追加・変更機能
HiRDB Version 8 に対応した。これに伴い，HiRDB Type4 JDBC Driver に関する記述を追加した。
次の J2EE の機能に対応した。
• JDBC 3.0
• JavaMail 1.3
リクエスト，レスポンスおよび JSP ファイルのデフォルトの文字エンコーディングを設定する機能を追
加した。
受信バッファをプールする機能を追加した。
障害調査用に SQL を出力する機能を追加した。
Stateless Session Bean の場合に remove 呼び出しを不要にできるオプションを追加した。
＠ Resource アノテーションで指定できるリソースタイプに次のタイプを追加した。
• javax.xml.ws.Service
• javax.jws.WebService
トランザクションマネジャを取得できるようにした。
コネクションプールのクラスタ化機能で，自動一時停止したコネクションプールを自動再開させない運
用もできるようにした。
Smart Composer 機能を使用して，CTM を使用したシステムを構築できるようになった。これに伴い，
Smart Composer 機能での CTM に関する説明を追加した。
JP1 Version 8 対応に伴い，記述を追加および変更した。
Oracle RAC との接続についての説明を追加した。
uCosminexus Application Server Standard，uCosminexus Application Server Enterprise および
uCosminexus Web Redirector の適用 OS に，HP-UX（PA-RISC）を追加した。
uCosminexus Application Server Standard，uCosminexus Application Server Enterprise および
uCosminexus Web Redirector の適用 OS に，Linux（IPF）を追加した。
uCosminexus Service Platform の適用 OS に，AIX を追加した。

はじめに
このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）を使用して構築するアプリケーションサー
バの概要と機能について説明したものです。
Cosminexus では，次に示すプログラムプロダクトを使用してアプリケーションサーバを構築，
運用します。なお，これらのプログラムプロダクトを使用して構築したシステムを，
Cosminexus システムといいます。
• P-1J43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-1J43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-1J43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-1M43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-1M43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-1M43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-1M43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-2443-7D74 uCosminexus Application Server Standard
• P-2443-7E74 uCosminexus Developer Standard
• P-2443-7F74 uCosminexus Developer Professional
• P-2443-7H74 uCosminexus Client
• P-2443-7K74 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-2443-7M74 uCosminexus Web Redirector
• P-2443-7S74 uCosminexus Service Platform
• P-2443-7T74 uCosminexus Service Architect
• P-2443-7U74 uCosminexus Operator
• P-9D43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9D43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9D43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-9D43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-9S43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9S43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9S43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-9S43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-9V43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9V43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9V43-7M71 uCosminexus Web Redirector
このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち，次に示す構
成ソフトウェアについて説明しています。
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Component Container - Client
• Cosminexus Operator Plug-in
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• Cosminexus Component Container - Redirector
• Cosminexus Component Transaction Monitor
• Cosminexus DABroker Library
• Cosminexus Developer's Kit for Java
• Cosminexus Performance Tracer
• Cosminexus TPBroker
なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。OS
ごとの違いがある場合の表記方法については，「適用 OS の違いによる機能相違点の表記」を参
照してください。

■対象読者
このマニュアルは，Cosminexus のシステムを設計，構築または運用する方，および
Cosminexus で動作するアプリケーションを開発する方を対象としています。
次の内容を理解されていることを前提としています。
システムを設計，構築または運用する方
• OS（Windows または UNIX）のシステム構築および運用に関する知識
• J2EE に関する知識
• SQL およびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識
• CORBA に関する基本的な知識
JP1 連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• JP1 の統合管理，ジョブ管理，ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的
な知識
Microsoft Cluster Service 連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提と
します。
• Microsoft Cluster Service を使用したクラスタ構成に関する基本的な知識
HA モニタ連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• HA モニタを使用したクラスタ構成に関する基本的な知識
アプリケーションを開発する方
• Windows の基本操作に関する知識
• Java によるプログラム開発に関する基本的な知識
• 使用する IDE（Eclipse）に関する基本的な知識

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

概要
Application Server の概要，および Application Server で提供するアプリケーションサーバの機
能について説明しています。
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第2編

J2EE アプリケーション実行基盤としての機能
Application Server で提供するアプリケーションサーバの機能のうち，J2EE アプリケーション実
行基盤としての機能について説明しています。

第3編

バッチアプリケーション実行基盤としての機能
Application Server で提供するアプリケーションサーバの機能のうち，バッチアプリケーション実
行基盤としての機能について説明しています。

第4編

構築支援機能
Application Server で提供する，システム構築を支援する機能について説明しています。

第5編

運用支援機能
Application Server で提供する，システム運用を支援する機能について説明しています。

第6編

ほかのプログラムとの連携機能
ほかのプログラムと連携したシステムの運用について説明しています。

付録 A 旧バージョンとの互換用機能
旧バージョンとの互換用機能としてのサーバの動作モードについて説明しています。

付録 B ベーシックモードでのリソース接続
ベーシックモードの場合のリソース接続とトランザクション管理について説明しています。

付録 C サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能
サーブレットエンジンモードの場合に使用できる Web コンテナの機能について説明しています。

付録 D サーブレットエンジンモードでのリソース接続
サーブレットエンジンモードの場合のリソース接続とトランザクション管理について説明してい
ます。

付録 E J2EE サーバ起動時の EJB タイマの自動生成
Timer Service 機能で使用する EJB タイマを J2EE サーバ起動時に自動で生成する方法について
説明しています。

付録 F Oracle RAC を使用した Oracle への接続
Oracle RAC を使用してクラスタ化した Oracle に接続する方法について説明しています。

付録 G アプリケーションの開発で使用する文字コード
アプリケーションで使用する文字コードと注意事項について説明しています。

付録 H クラスローダの構成
Cosminexus のクラスローダ構成およびクラスローダに設定されるクラスパスについて説明してい
ます。

付録 I Cosminexus DABroker Library を使用したデータベース接続の実装
Cosminexus DABroker Library が提供する機能を使用してデータベース接続をする場合の実装方
法や注意事項について説明しています。

III

はじめに

付録 J

用語解説
このマニュアルで使用している用語について説明しています。

■関連マニュアル
Cosminexus のマニュアル体系について，次の図に示します。
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マニュアル体系図で示した関連マニュアルについて，それぞれの位置づけを次に示します。
Cosminexus 概説
Cosminexus の製品概要について説明しています。
Cosminexus システム設計ガイド
システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指
針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。
Cosminexus 簡易構築・運用ガイド
セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能を使用して，システムを構築・運用
する手順について説明しています。また，セットアップウィザードおよび Smart Composer
機能が提供するコマンドやファイルについても説明しています。
Cosminexus システム構築ガイド
システム構築時に必要な機能の設定方法について説明しています。
Cosminexus システム運用ガイド
Cosminexus を使用したシステムの運用方法のうち，Smart Composer 機能を使用する運用
以外の方法について説明しています。
Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド
Cosminexus Component Container のサーバ管理コマンド，および Server Plug-in を使用
した操作について説明しています。
Cosminexus 運用管理操作ガイド
Cosminexus Component Container の運用管理ポータルの使用方法について説明していま
す。
Cosminexus リファレンス

コマンド編

Cosminexus のシステムを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明していま
す。
Cosminexus リファレンス

定義編

Cosminexus のシステムを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するとき
に，使用するファイルの形式について説明しています。
Cosminexus メッセージ 1 KAWS ／ KDAL ／ KDJE 編，Cosminexus メッセージ 2 KEOS
／ KEUC ／ KFCB 編，Cosminexus メッセージ 3 KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編
Cosminexus で出力されるメッセージについて説明しています。
Hitachi Web Server
Hitachi Web Server（Web サーバ）の構築，管理方法について説明しています。
TPBroker ユーザーズガイド
Cosminexus TPBroker の概要，機能，運用方法について説明しています。
Cosminexus Reliable Messaging
Cosminexus RM を使用したメッセージの非同期通信によるアプリケーションの連携方法に
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ついて説明しています。
Cosminexus アプリケーション開発ガイド
構築した Cosminexus のシステムで動作させる，アプリケーションの開発方法について説
明しています。
Cosminexus リファレンス

API 編

アプリケーションの開発で使用する API およびタグについて説明しています。
また，マニュアル体系図に示したマニュアル以外で，このマニュアルと関連するマニュアルを
次に示します。必要に応じてお読みください。
• uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引（3000-3-E02）
• Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド（3020-3-M44）
• Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド（3020-3-M45）
• Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) プログラマーズリファレンス（3020-3-M46）
• Cosminexus サービスプラットフォーム

概説（3020-3-M71）

• Cosminexus サービスプラットフォーム

システム構築・運用ガイド（3020-3-M73）

• uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow システム構築・運用ガイド
（3020-3-M80）
• uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP 開発ガイド（3020-3-M81）
• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

AIX(R) 編（3000-9-130）

• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

HP-UX 編（3000-9-131）

• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

Linux(R) 編（3000-9-132）

• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム定義（UNIX(R) 用）
（3000-6-273）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 UAP 開発ガイド（UNIX(R)/Windows(R)
用）
（3000-6-276）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 SQL リファレンス（UNIX(R)/
Windows(R) 用）（3000-6-277）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義（UNIX(R) 用）
（3000-6-353）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム定義（Windows(R) 用）
（3020-6-273）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 UAP 開発ガイド（Windows(R) 用）
（3020-6-276）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 SQL リファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-277）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義（Windows(R) 用）
（3020-6-353）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP 開発ガイド（3020-6-356）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 SQL リファレンス（3020-6-357）
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド（3020-3-F01）
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• JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-F06）
• JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-F09）
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Central Information Master システム構築・運用ガ
イド（3020-3-F21）
• JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation
（3020-3-F23）
• JP1 Version 7i JP1/Performance Analysis（3020-3-F51）
• 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/Integrated Management - Central Information Master システム構築・
運用ガイド（3020-3-K04）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-K21）
• 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 - Scenario Operation
（3020-3-K42）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit（3020-3-L50）
• OpenTP1 Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用
の手引（3000-3-838）
• OpenTP1 Version 6 OpenTP1 クライアント使用の手引

TP1/Client/J 編（3000-3-950）

• OpenTP1 Version 7 OpenTP1 クライアント使用の手引

TP1/Client/J 編（3000-3-D59）

なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象 OS およびバージョン番号を省略し
て表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。
正式名称

このマニュアルでの表記

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説
JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 解説
JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド
JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド
JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario
Operation
JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario
Operation
JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit

JP1/Automatic Job
Management System 2 解説
JP1/Automatic Job
Management System 2 操作ガ
イド
JP1/Automatic Job
Management System 2 Scenario Operation

JP1/NETM/Audit

OpenTP1 Version 7 OpenTP1
J編

クライアント使用の手引

TP1/Client/

OpenTP1 Version 6 OpenTP1
J編

クライアント使用の手引

TP1/Client/

OpenTP1 クライアント使用
の手引 TP1/Client/J 編
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正式名称

このマニュアルでの表記

高信頼化システム監視機能

HA モニタ

AIX(R) 編

高信頼化システム監視機能

HA モニタ

HP-UX 編

高信頼化システム監視機能

HA モニタ

Linux(R) 編

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義
（UNIX(R) 用）

高信頼化システム監視機能
HA モニタ

HiRDB システム定義

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義
（Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム定義
（UNIX(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム定義
（Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP 開発ガイド

HiRDB UAP 開発ガイド

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 UAP 開発ガイド
（UNIX(R)/Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 UAP 開発ガイド
（Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 SQL リファレンス

HiRDB SQL リファレンス

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 SQL リファレンス
（UNIX(R)/Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 SQL リファレンス
（Windows(R) 用）

■読書手順
このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読
みいただくことをお勧めします。
マニュアルを読む目的

記述個所

Application Server の
概要について知りたい。

Application Server の概要について知りたい。

1章

J2EE アプリケーション
を実行するアプリケー
ションサーバの機能に
ついて知りたい。

アプリケーションサーバの機能の特長について知りたい。

2章

Web コンテナの機能について知りたい。

4章

EJB コンテナの機能について知りたい。

5 章，付
録E

EJB クライアントで使用できる機能について知りたい。

6章

J2EE サーバで実行できる J2EE アプリケーションについて知り
たい。

7章

J2EE サービスとして提供されている機能のうち，ネーミング管
理について知りたい。

8章
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マニュアルを読む目的

バッチアプリケーショ
ンを実行するアプリ
ケーションサーバの機
能について知りたい。

旧バージョンとの互換
用機能について知りた
い。

記述個所

J2EE サービスのトランザクション管理機能と，J2EE サーバで
接続できるリソースについて知りたい。

9 章，付
録F

コンテナ拡張ライブラリについて知りたい。

10 章

J2EE サーバへのリクエストのスケジューリングと負荷分散の方
法を知りたい。

11 章

J2EE サーバ間のセッション情報を引き継ぐためのセッション
フェイルオーバ機能について知りたい。

12 章

統合ユーザ管理機能について知りたい。

13 章

Application Server が提供している，システムを構築するための
機能について知りたい。

16 章

システムの日常運用について知りたい。

17 章

システムの保守について知りたい。

18 章

J2EE アプリケーションの運用の概要について知りたい。

19 章

システムの監査について知りたい。

20 章

JP1 と連携した Cosminexus システムの運用方法について知り
たい。

21 章

クラスタソフトウェアと連携した Cosminexus システムの運用
方法について知りたい。

22 章

アプリケーションサーバの機能の特長について知りたい。

3章

バッチアプリケーションの実行環境の概要や，バッチサーバで
実行できる機能について知りたい。

14 章

バッチサーバで実行できるバッチアプリケーションについて知
りたい。

15 章

Application Server が提供している，システムを構築するための
機能について知りたい。

16 章

システムの日常運用について知りたい。

17 章

システムの保守について知りたい。

18 章

システムの監査について知りたい。

20 章

JP1 と連携した Cosminexus システムの運用方法について知り
たい。

21 章

クラスタソフトウェアと連携した Cosminexus システムの運用
方法について知りたい。

22 章

互換用の動作モードと使用できる機能について知りたい。

付録 A

ベーシックモードでのリソース接続とトランザクション管理機
能について知りたい。

付録 B

サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能
について知りたい。

付録 C
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マニュアルを読む目的
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■ Cosminexus のマニュアルの読書手順
マニュアル体系図で示したマニュアルは，利用目的に合わせて，選択してお読みいただけます。
次の案内に従ってお読みいただくことをお勧めします。

■ご利用の製品ごとの用語の読み替えについて
ご利用の製品によっては，マニュアルで使用している用語を，ご利用の製品名に読み替える必
要があります。
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次の表に従って，マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。
ご利用の製品名

マニュアルで使用している用語

uCosminexus Developer Professional ※ 1

Application Server および Application Server
Enterprise

uCosminexus Developer Standard ※ 1 ※ 2

Application Server

uCosminexus Service Architect ※ 1

Application Server および Application Server
Enterprise

uCosminexus Service Platform

注※ 1

テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注※ 2

uCosminexus Developer Standard と Application Server には一部機能差があります。

機能差については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」の Developer
Standard 使用時の注意事項に関する説明を参照してください。

■このマニュアルでの表記
このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。
表記
Application
Server

Application Server
Enterprise

uCosminexus Application Server Enterprise

Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard

BJEX
Developer

製品名

uCosminexus Batch Job Execution Server
Developer Professional

uCosminexus Developer Professional

Developer Standard

uCosminexus Developer Standard

Eclipse

Eclipse 3.1.1

Excel

Microsoft(R) Office Excel

HiRDB また
は HiRDB
サーバ

HiRDB/Parallel Server

HiRDB/Parallel Server Version 7
HiRDB/Parallel Server Version 8

HiRDB/Single Server

HiRDB/Single Server Version 7
HiRDB/Single Server Version 8

HiRDB Run Time または HiRDB クライアント

HiRDB/Run Time Version 7
HiRDB/Run Time Version 8

IPF
JP1/AJS2

XII

Itanium(R) Processor Family
JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent

JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light
Edition

JP1/AJS2 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 Manager

JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 - View

はじめに

表記
JP1/AJS2 SO

JP1/Cm2

JP1/Cm2/NC

製品名

JP1/AJS2 - SO Manager

JP1/Automatic Job Management System 2 Scenario Operation Manager

JP1/AJS2 - SO View

JP1/Automatic Job Management System 2 Scenario Operation View

JP1/Cm2/ESA

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent

JP1/Cm2/ESA for Extension
Mib Runtime

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent for Extension
Mib Runtime

JP1/Cm2/NC - Manager

JP1/Cm2/Network Element Configuration Manager

JP1/Cm2/NC - Manager for
Cosminexus

JP1/Cm2/Network Element Configuration Manager for Cosminexus

JP1/ESP

JP1/Extensible Service Probe

JP1/IM

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - CM

JP1/Integrated Management - Central Information
Master
JP1/Integrated Manager - Central Information
Master

JP1/IM - Central Scope

JP1/Integrated Manager - Central Scope

JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/IM - View

JP1/Integrated Management - View
JP1/Integrated Manager - View

JP1/NETM/Audit

JP1/NETM/Audit - Manager

JP1/SC/DPM

JP1/ServerConductor/Deployment Manager
Standard Edition

Microsoft Cluster Service

Microsoft(R) Cluster Service

Microsoft IIS

Microsoft IIS 6.0

Microsoft(R) Internet Information Services 6.0

Oracle

Oracle9i

Oracle9i
Oracle9i R2

Oracle10g

Oracle 10g
Oracle 10g R2

SQL Server

SQL Server 2000

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000

SQL Server 2005

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2005

SQL Server の
JDBC ドライ
バ

SQL Server 2000 Driver for
JDBC

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000 Driver for
JDBC

SQL Server 2005 JDBC
Driver

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2005 JDBC Driver

UNIX

AIX

AIX 5L V5.2
AIX 5L V5.3

XIII
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表記

製品名

HP-UX または HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）

Linux

Linux（IPF）

Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
（Intel Itanium）

Linux（x86
／ AMD64 &
Intel
EM64T）

Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel
EM64T）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel
EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel
EM64T）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel
EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）

Solaris

Solaris 9
Solaris 10

Web Redirector
Windows
Server 2003

Windows
Server 2003
R2

XIV

uCosminexus Web Redirector
Windows Server 2003
Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise
Edition Operating System（x86）

Windows Server 2003
Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard
Edition Operating System（x86）

Windows Server 2003 R2
Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Enterprise Edition Operating System（x86）

Windows Server 2003 R2
Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，
Standard Edition Operating System（x86）

はじめに

表記
Windows
Server 2003
（x64）

製品名

Windows Server 2003
Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise
x64 Edition Operating System

Windows Server 2003
Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard
x64 Edition Operating System

Windows
Server 2003
R2（x64）

Windows Server 2003 R2
Enterprise x64 Edition

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

Windows Server 2003 R2
Standard x64 Edition

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

Windows
Vista

Windows Vista Business

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business

Windows Vista Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Windows Vista Ultimate

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Windows XP

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

XDM/RD E2

VOS3 XDM/RD E2

なお，Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64）
，
Windows Server 2003 R2（x64）
，Windows Vista，および Windows XP を総称して Windows
と表記することがあります。
このマニュアルで使用している表記と，対応する Cosminexus の機能名を次に示します。
Cosminexus の機能名

表記
Cosminexus Developer's Kit for Java

Cosminexus Developer's Kit for JavaTM

Cosminexus RM

Cosminexus Reliable Messaging

CTM

Cosminexus Component Transaction Monitor

DB Connector for Cosminexus RM

DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging

Management Server

Cosminexus Management Server

PRF

Cosminexus Performance Tracer

Server Plug-in

Cosminexus Server Plug-in

Smart Composer

Cosminexus Smart Composer

TPBroker

Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と，対応する Java 関連用語を次に示します。
Java 関連用語

表記
Connector 1.0

J2EETM Connector Architecture 1.0

Connector 1.5

J2EETM Connector Architecture 1.5

DI

Dependency Injection

EAR

Enterprise ARchive

XV
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Java 関連用語

表記
EJB または Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeansTM

EJB QL

EJBTM Query Language

J2EE または Java 2 Platform,
Enterprise Edition

JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition

J2SE

JavaTM 2 Platform, Standard Edition

JAAS

JavaTM Authentication and Authorization Service

JAR

JavaTM Archive

Java

JavaTM

Java 2 Runtime Environment,
Standard Edition

JavaTM 2 Runtime Environment, Standard Edition

Java 2 SDK, Standard Edition

JavaTM 2 Software Development Kit, Standard Edition

JavaBeans

JavaBeansTM

JavaMail

JavaMailTM

JAXP

JavaTM API for XML Processing

JCA

J2EETM Connector Architecture

JCE

JavaTM Cryptography Extension

JDBC

JDBCTM
JavaTM Database Connectivity

JDK

JavaTM Development Kit

JMS

JavaTM Message Service

JNDI

Java Naming and Directory InterfaceTM

JNI

JavaTM Native Interface

JSP

JavaServer PagesTM

JTA

JavaTM Transaction API

JTS

JavaTM Transaction Service

Servlet またはサーブレット

JavaTM Servlet

WAR

Web ARchive

■適用 OS の違いによる機能相違点の表記
このマニュアルは，適用 OS が Windows，AIX，HP-UX，Linux，および Solaris の製品に対応
します。OS によって記述を書き分ける場合，次に示す表記を使用して，それぞれの説明に OS
名を明記しています。
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表記

意味

Windows の場合

Windows に該当する表記です。

AIX の場合

AIX に該当する表記です。

HP-UX の場合

HP-UX に該当する表記です。

Linux の場合

Linux に該当する表記です。

Solaris の場合

Solaris に該当する表記です。

UNIX の場合

UNIX（AIX，HP-UX，Linux，Solaris）に該当する表記で
す。

■このマニュアルで使用している略語
このマニュアルで使用している英略語を次に示します。
英略語

英字での表記

API

Application Programming Interface

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

BMP

Bean-Managed Persistence

BMT

Bean-Managed Transaction

CMP

Container-Managed Persistence

CMR

Container-Managed Relationship

CMT

Container-Managed Transaction

CORBA

Common Object Request Broker Architecture

CSV

Comma Separated Value

CUI

Character User Interface

DB

Database

DBMS

Database Management System

DD

Deployment Descriptor

DIT

Directory Information Tree

DMZ

Demilitarized Zone

DN

Distinguished Name

DNS

Domain Name System

DTD

Document Type Definition

EIS

Enterprise Information System

EL

Expression Language

EUC

Extended UNIX Code

GUI

Graphical User Interface

XVII
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英略語

英字での表記

HA

High Availability

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Security

IIOP

Internet Inter-Orb Protocol

JIS

Japanese Industrial Standards

LAN

Local Area Network

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LDIF

LDAP Data Interchange Format

MIB

Management Information Base

NTP

Network Time Protocol

OID

Object Identifier

OMG

Object Management Group

ORB

Object Request Broker

OS

Operating System

OTM

Object Transaction Monitor

OTS

Object Transaction Service

RAC

Real Application Clusters

RDB

Relational Database

RMI

Remote Method Invocation

RPC

Remote Procedure Call

SHA

Secure Hash Algorithm

SFO

Session Fail Over

SNMP

Simple Network Management Protocol

SOA

Service Oriented Architecture

SOAP

Simple Object Access Protocol

SPI

Service Provider Interface

SPP

Service Providing Program

SSL

Secure Sockets Layer

TAR

Tape Archival and Retrieval format

TCS

Transaction Context Server

UCS

Universal multi-octet coded Character Set

UML

Unified Modeling Language

XVIII
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英略語

英字での表記

UNC

Universal Naming Convention

URI

Uniform Resource Identifier

URL

Uniform Resource Locator

UTF

UCS Transformation Format

VM

Virtual Machine

XML

Extensible Markup Language

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

■このマニュアルで使用している記号
！

注意事項
間違いやすい点，および間違うとトラブルが発生するような項目について説明しています。

ポイント
その説明の要点について説明しています。
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参考
補足的な情報を説明しています。

■このマニュアルの GUI の説明で使用している記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用して GUI を説明しています。
記号
［
＜

］＋［
＞

意味
］

+ の前のキーを押したまま，後ろのキーを押すことを表します。
＜＞内の名称がユーザの環境によって異なることを表します。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について
は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
鍵（かぎ） 個所（かしょ） 全て（すべて） 脆弱（ぜいじゃく） 伝播（でんぱ） 汎用（はん
よう） 必須（ひっす） 閉塞（へいそく） 漏洩（ろうえい）

■ 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。

XX

目次
第1編

1

Application Server の概要

1

1.1

Application Server とは

2

1.1.1

アプリケーション実行基盤としての機能

3

1.1.2

システムの構築を支援する機能

3

1.1.3

システムの運用を支援する機能

4

1.1.4

ほかのプログラムと連携する機能

5

1.2

1.3

2

概要

J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス

9

1.2.1

J2EE アプリケーションを実行する場合のプロセス構成

9

1.2.2

J2EE サーバの構成

12

1.2.3

J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネント

13

1.2.4

J2EE コンテナ

16

1.2.5

J2EE サービス

17

1.2.6

J2EE リソース

18

1.2.7

コンテナ拡張ライブラリ

19

1.2.8

サーバの動作モード

19

バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス

22

1.3.1

バッチアプリケーションを実行する場合のプロセス構成

22

1.3.2

バッチサーバの構成

24

1.3.3

バッチアプリケーション

25

1.3.4

バッチサービス

25

1.3.5

J2EE サービス

26

1.3.6

J2EE リソース

27

1.3.7

コンテナ拡張ライブラリ

27

アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合） 29
2.1

Application Server で提供する機能の目的

30

2.2

J2EE アプリケーション実行基盤の機能の概要

32

2.2.1

Web コンテナが提供する機能の概要

32

2.2.2

EJB コンテナが提供する機能の概要

36

2.2.3

EJB クライアントの実行機能の概要

38

2.2.4

J2EE アプリケーションの実行機能の概要

40

i

目次

41

2.2.6

リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の概要

42

2.2.7

コンテナ拡張ライブラリが提供する機能の概要

46

2.2.8

CTM が提供する機能の概要

47

2.2.9

Cosminexus システムのユーザを統合管理する機能の概要

48

システム構築時に使用する機能の概要

51

2.4

システム運用時に使用する機能の概要

53

2.4.1

Management Server による運用管理機能の概要

53

2.4.2

システムの日常運用を支援する機能の概要

53

2.4.3

システムの保守を支援する機能の概要

54

2.4.4

J2EE アプリケーションの運用機能の概要

55

2.4.5

システムの監査を支援する機能の概要

57

ほかのプログラムと連携する機能の概要

58

2.5.1

JP1 連携による運用管理機能の概要

58

2.5.2

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の概要

59

2.6

2.7

ii

ネーミング管理が提供する機能の概要

2.3

2.5

3

2.2.5

オプション製品の機能

61

2.6.1

uCosminexus Client の機能概要

61

2.6.2

Web Redirector の機能概要

61

2.6.3

uCosminexus Operator の機能概要

62

旧バージョンとの互換用の機能

64

アプリケーションサーバの機能（バッチアプリケーションを実行する場合） 65
3.1

Application Server で提供する機能の目的

66

3.2

バッチアプリケーション実行基盤の機能の概要

68

3.2.1

バッチアプリケーション実行機能の概要

68

3.2.2

EJB アクセス機能の概要

69

3.2.3

ネーミング管理が提供する機能の概要

70

3.2.4

リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の概要

71

3.2.5

ガーベージコレクション制御機能の概要

75

3.2.6

コンテナ拡張ライブラリが提供する機能の概要

75

3.3

システム構築時に使用する機能の概要

77

3.4

システム運用時に使用する機能の概要

79

3.4.1

Management Server による運用管理機能の概要

79

3.4.2

システムの日常運用を支援する機能の概要

79

3.4.3

システムの保守を支援する機能の概要

80

3.4.4

システムの監査を支援する機能の概要

81

目次

3.5

第2編

4

ほかのプログラムと連携する機能の概要

83

3.5.1

JP1 連携による運用管理機能の概要

83

3.5.2

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の概要

84

J2EE アプリケーション実行基盤としての機能

Web コンテナ

87

4.1

Web コンテナの機能

89

4.2

Web アプリケーションの実行

91

4.2.1

Web アプリケーションのデプロイとアンデプロイ

91

4.2.2

Web アプリケーションを実行する場合の留意事項

92

4.2.3

Web アプリケーションでのアノテーション指定

94

インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け

97

4.3.1

インプロセス HTTP サーバで使用できる機能

98

4.3.2

Web クライアントからの接続数とリクエスト処理スレッド数の制御

98

4.3.3

Web クライアントからの同時接続数の制御

105

4.3.4

Persistent Connection による通信制御

106

4.3.5

インプロセス HTTP サーバで設定できる通信タイムアウト

107

4.3.6

アクセスを許可するホストの制限によるアクセス制御

109

4.3.7

リクエストデータのサイズの制限によるアクセス制御

110

4.3.8

有効な HTTP メソッドの制限によるアクセス制御

111

4.3.9

HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズ

111

4.3

4.4

4.3.10

エラーページのカスタマイズ

112

4.3.11

リダイレクトによるリクエストの振り分け

114

4.3.12

ログ・トレースの出力

115

4.3.13

インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータスコード

115

セッション管理

117

4.4.1

セッション情報を管理するオブジェクト

117

4.4.2

セッション ID の形式

118

4.4.3

セッションの管理方法

119

4.4.4

HttpSession オブジェクト数の上限値の設定

125

4.4.5

セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加

126

4.5

文字コード変換

128

4.6

デフォルトの文字エンコーディング設定

129

iii

目次

4.7

デフォルトの文字エンコーディングの設定単位

129

4.6.2

設定できる文字エンコーディング

132

4.6.3

デフォルトの文字エンコーディングの適用個所と適用条件

133

4.6.4

JSP 事前コンパイル実行時の文字エンコーディングの適用

136

4.6.5

デフォルトの文字エンコーディング適用時の注意事項

137

4.6.6

Servlet 仕様での文字エンコーディング設定

139

JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持

142

4.7.1

JSP 事前コンパイル機能とは

142

4.7.2

JSP 事前コンパイルの方法

143

4.7.3

JSP 事前コンパイルの適用例

146

4.7.4

JSP 事前コンパイルの実行時の処理

149

4.7.5

JSP コンパイル結果のライフサイクルと出力先

155

4.7.6

JSP 事前コンパイルを使用しない場合の JSP コンパイル結果

158

4.8

アプリケーションのイベントリスナ

161

4.9

タグファイルの実行

162

4.10

JSP EL の実行

163

4.11

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング

164

4.12

4.13

4.14

4.11.1

Cosminexus が提供するサーブレットフィルタ（built-in フィルタ）

164

4.11.2

フィルタ連鎖の推奨例

166

フィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮

168

4.12.1

HTTP レスポンス圧縮フィルタの概要

168

4.12.2

HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するための条件

169

4.12.3

HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するアプリケーションの実装

173

4.12.4

HTTP レスポンス圧縮機能を使用する場合の DD の定義内容

175

4.12.5

HTTP レスポンス圧縮機能を使用する DD の定義例

178

Web コンテナのセキュリティ管理

183

4.13.1

SSL 使用による認証情報とデータの暗号化

183

4.13.2

ロールに基づく Web コンテナのユーザ認証

184

4.13.3

SecurityManager による Web コンテナの実行時の保護

187

EJB コンテナとの連携

188

4.14.1

Enterprise Bean の呼び出し方法

188

4.14.2

Enterprise Bean 呼び出しの準備

189

4.15

データベースとの接続

190

4.16

Web コンテナによるスレッドの作成

191

4.17

iv

4.6.1

4.16.1

作成するスレッドの種類と数

191

4.16.2

作成するスレッドの総数

193

同時実行スレッド数の制御

196

目次

4.17.1

スレッド数を制御する単位

196

4.17.2

同時実行スレッド数制御のパラメタ

197

4.17.3

静的コンテンツやリクエストのエラー処理に使用されるスレッド数

200

4.18

Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御

202

4.19

Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御

204

4.20

4.19.1

同時実行スレッド数の制御の概要（Web アプリケーション単位）

204

4.19.2

Web アプリケーション単位の設定パラメタ

204

4.19.3

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの設定例

209

4.19.4

同時実行スレッド数の動的変更

212

4.19.5

同時実行スレッド数制御の注意事項

215

URL グループ単位での同時実行スレッド数の制御

217

4.20.1

同時実行スレッド数の制御の概要（URL グループ単位）

217

4.20.2

URL グループ単位の設定パラメタ

217

4.20.3
4.20.4

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの設定例（URL グループ
単位）
URL パターンのマッピング処理

220
225

4.21

ユーザスレッドで使用できる Application Server の機能

228

4.22

通信タイムアウトの設定

233

4.23

4.24

4.22.1

リクエスト送受信時の通信タイムアウト

233

4.22.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウト設定

239

Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け

244

4.23.1

リダイレクタを使用したリクエスト振り分けの仕組み

244

4.23.2

URL パターンでのリクエストの振り分け

247

4.23.3

ラウンドロビン方式でのリクエストの振り分け

250

4.23.4

POST データサイズでのリクエストの振り分け

252

4.23.5

リダイレクタが返すエラーステータスコード

258

4.23.6

Web サーバ連携時の留意事項

259

エラーページのカスタマイズ

261

4.24.1

エラーページのカスタマイズの仕組み

262

4.24.2

エラーページカスタマイズの注意事項

263

4.25

ドメイン名指定でのトップページの表示

264

4.26

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知

266

4.27

Web サーバ連携・インプロセス HTTP サーバ・簡易 Web サーバでの IP
アドレス指定

268

4.28

静的コンテンツのキャッシュ

269

4.29

簡易 Web サーバ機能

271

4.30

Web コンテナが返すエラーステータスコード

272

v

目次

4.31

前バージョンからの JSP の移行

275

4.32

サーブレット，JSP の実装

277

4.32.1

サーブレット，JSP 実装時共通の注意事項

277

4.32.2

サーブレット実装時の注意事項

290

4.32.3

Servlet 2.4 仕様で追加，変更された仕様についての注意事項

297

4.32.4

JSP 実装時の注意事項

304

4.32.5

JSP 2.0 仕様で追加，変更された仕様についての注意事項

310

4.32.6

5

vi

既存の Web アプリケーションを Servlet 2.4 仕様にバージョンアップする場合の
留意点
317

4.32.7

サーブレットでのアノテーションの使用

318

4.32.8

カスタムタグのスクリプト変数の定義に関する注意事項

318

4.32.9

<jsp:useBean> タグの class 属性に関する注意事項

320

4.32.10

TLD ファイルのバージョンに関する注意事項

321

4.32.11

タグの属性値の Expression チェックに関する注意事項

322

4.32.12

タグの属性値に指定する Expression に関する注意事項

322

4.32.13

taglib ディレクティブの prefix 属性に関する注意事項

323

EJB コンテナ

325

5.1

EJB コンテナで使用できる機能

326

5.2

Enterprise Bean の実行

327

5.2.1

Enterprise Bean の種類

327

5.2.2

Enterprise Bean のインタフェース

330

5.2.3

Enterprise Bean のライフサイクル

333

5.2.4

Enterprise Bean のアノテーション指定

338

5.2.5

DI の使用

342

5.2.6

デフォルトインターセプタの使用

344

5.2.7

アノテーションの参照抑止

346

5.2.8

EJB のチェック

348

5.2.9

CMP フィールドとデータ型のマッピング

349

5.3

EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファレンス登録

354

5.4

外部リソースとの接続

355

5.5

Enterprise Bean でのトランザクション設定

356

5.5.1

BMT

356

5.5.2

CMT

357

5.6

Entity Bean のコミットオプション指定

365

5.7

Enterprise Bean のプールの管理

366

目次

5.8
5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

6

5.7.1

Stateless Session Bean のプーリング

366

5.7.2

Entity Bean のプーリング

366

5.7.3

Message-driven Bean のプーリング

367

Enterprise Bean へのアクセス制御

368

5.8.1

368

Enterprise Bean へのアクセス制御の抑止

EJB コンテナでのタイムアウトの設定

369

5.9.1

タイムアウトの種類

369

5.9.2

Stateful Session Bean のタイムアウト

369

5.9.3

Entity Bean の EJB オブジェクトのタイムアウト

370

5.9.4

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

370

5.9.5

インスタンス取得待ちのタイムアウト

375

Timer Service の機能

376

5.10.1

Timer Service の概要

376

5.10.2

EJB タイマの生成と削除

380

5.10.3

Timer Service の運用

383

5.10.4

EJB タイマとコールバックの動作についての注意事項

386

5.10.5

Timer Service を使用するアプリケーションの実装

391

EJB のリモートインタフェースの呼び出し

396

5.11.1

EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出しの最適化

396

5.11.2

EJB のリモートインタフェースの値の参照渡し

397

5.11.3

EJB のリモートインタフェースの通信障害発生時の動作

398

セキュリティ管理

401

5.12.1

セキュリティアイデンティティを使用した認証

401

5.12.2

EJB コンテナの通信ポートと IP アドレスの固定（TPBroker のオプション）

402

Enterprise Bean の実装

403

5.13.1

Enterprise Bean 共通の注意事項

403

5.13.2

Stateless Session Bean 実装時の注意事項

411

5.13.3

Stateful Session Bean 実装時の注意事項

412

5.13.4

Entity Bean（BMP）実装時の注意事項

414

5.13.5

Entity Bean（CMP）実装時の注意事項

414

5.13.6

Message-driven Bean 実装時の注意事項

415

5.13.7

アノテーション使用時の注意事項（Enterprise Bean）

416

EJB クライアント

417

6.1

EJB クライアントで使用できる機能

418

6.2

Enterprise Bean の呼び出し

420

vii

目次

6.3

6.4

6.5

6.6

7

Enterprise Bean を呼び出す方法

420

6.2.2

EJB クライアントアプリケーションからの Enterprise Bean 呼び出しの流れ

422

JNDI による EJB ホームオブジェクトおよびビジネスインタフェースの
リファレンスのルックアップ

423

6.3.1

自動的にバインドされる名前でのルックアップ

423

6.3.2

ユーザ指定名前空間で付与した名前でのルックアップ

425

6.3.3

EJB ホームオブジェクトリファレンスの再利用（EJB ホームオブジェクトへの
再接続機能）

426

EJB クライアントアプリケーションでのトランザクションの実装

427

6.4.1

EJB クライアントでトランザクションを使用する手順

427

6.4.2

ルックアップを使用した UserTransaction の取得方法

428

6.4.3

EJB クライアントアプリケーションでのトランザクション実装時の注意事項

429

EJB クライアントアプリケーションでのセキュリティの実装

431

6.5.1

セキュリティを実装する場合の前提条件

431

6.5.2

セキュリティを実装した場合のサンプルプログラム

432

RMI-IIOP スタブ，インタフェースの取得

433

6.6.1

サーバ管理コマンドによる手動ダウンロード

433

6.6.2

ダイナミッククラスローディング

433

6.6.3

uCosminexus Client 使用時の注意

434

J2EE アプリケーションの実行

435

7.1

実行できる J2EE アプリケーションの形態

436

7.2

アーカイブ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ

437

7.3

展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ

439

7.3.1

展開ディレクトリ形式の概要

439

7.3.2

アプリケーションディレクトリの構成

442

7.3.3

EAR ファイル／ ZIP ファイルの展開ディレクトリ形式でのデプロイ

450

7.3.4

展開ディレクトリ形式を使用する場合の注意事項

454

7.4

7.5

viii

6.2.1

J2EE アプリケーションのリデプロイ

456

7.4.1

J2EE アプリケーションの状態と入れ替え

457

7.4.2

注意事項

458

J2EE アプリケーションの更新検知とリロード

459

7.5.1

更新検知とリロードの概要

459

7.5.2

更新検知の対象となるファイル

474

7.5.3

J2EE アプリケーションの更新検知インターバル

479

7.5.4

J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバル

480

目次

8

Web アプリケーションのリロード

482

7.5.6

JSP のリロード

485

7.5.7

ほかの機能との関係

487

ネーミング管理
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

7.5.5

491

ネーミング管理の概要

492

8.1.1

ネーミング管理の機能

492

8.1.2

ネーミングサービス

493

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ

495

8.2.1

ルックアップで使用する名称の種類

495

8.2.2

EJB のリファレンスが自動的にバインドされる名称

496

8.2.3

JNDI 名前空間のマッピングとルックアップ

500

8.2.4

JNDI 名前空間の確認方法

504

Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ
指定名前空間機能）

506

8.3.1

別名を付けられる対象

506

8.3.2

別名の付与規則

507

8.3.3

別名の設定方法

509

8.3.4

別名が登録または削除されるタイミング

511

8.3.5

クライアントからの検索

512

8.3.6

ユーザ指定名前空間機能を使用する場合の注意事項

515

ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索

518

8.4.1

ラウンドロビン検索の範囲

518

8.4.2

ラウンドロビン検索の動作

519

8.4.3

ラウンドロビン検索をするために必要な設定

520

8.4.4

ラウンドロビン検索をする場合の注意事項

524

ネーミング管理機能でのキャッシング

526

8.5.1

キャッシングの流れ

526

8.5.2

ネーミングで使用したキャッシュのクリア

527

8.5.3

ネーミングでのキャッシングの注意事項

528

CORBA ネーミングサービスの切り替え

530

リソース接続とトランザクション管理

533

9.1

リソース接続とトランザクション管理の概要

535

9.2

リソースへの接続の概要

537

ix

目次

9.3

9.4

9.5

9.6

x

9.2.1

リソースへの接続方法

537

9.2.2

リソースアダプタの種類

538

9.2.3

リソースアダプタの使用方法

541

9.2.4

リソースアダプタの機能

542

9.2.5

リソースアダプタについての注意事項

544

9.2.6

リソースアダプタ以外の機能

545

トランザクション管理の概要

546

9.3.1

リソース接続でのトランザクション管理の方法

546

9.3.2

ローカルトランザクションとグローバルトランザクション

547

9.3.3

リソースごとに使用できるトランザクションの種類

548

9.3.4

トランザクションサービスで提供する機能

551

9.3.5

システム例外発生時のトランザクションの動作

552

9.3.6

トランザクションマネジャの取得

553

データベースへの接続

555

9.4.1

DB Connector による接続の概要

555

9.4.2

使用できる J2EE コンポーネントおよび機能

556

9.4.3

接続できるデータベース

558

9.4.4

DB Connector（RAR ファイル）の種類

560

9.4.5

HiRDB と接続する場合の前提条件と注意事項

561

9.4.6

Oracle と接続する場合の前提条件と注意事項

564

9.4.7

SQL Server と接続する場合の前提条件と注意事項

570

9.4.8

XDM/RD E2 と接続する場合の前提条件と注意事項

573

データベース上のキューとの接続

574

9.5.1

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の概要

574

9.5.2

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の特徴

575

9.5.3

使用できる機能

580

9.5.4

接続できるデータベース

580

9.5.5

DB Connector for Cosminexus RM（RAR ファイル）の種類

582

9.5.6

HiRDB のキューに接続する場合の前提条件

583

9.5.7

Oracle のキューに接続する場合の前提条件

584

OpenTP1 との接続（SSP または TP1/Message Queue）

586

9.6.1

uCosminexus TP1 Connector による接続

586

9.6.2

TP1/Message Queue - Access による接続

587

9.7

SMTP サーバとの接続

588

9.8

JavaBeans リソースの利用

589

9.8.1

JavaBeans リソースの開始処理の流れ

589

9.8.2

JavaBeans リソースの実装

590

目次

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

そのほかのリソースとの接続

594

9.9.1

そのほかのリソースとの接続に使用するリソースアダプタ

594

9.9.2

そのほかのリソースとの接続で使用できる機能

595

パフォーマンスチューニングのための機能

597

9.10.1

コネクションプーリング

597

9.10.2

コネクションシェアリング・アソシエーション

600

9.10.3

ステートメントプーリング

605

9.10.4

ライトトランザクション

607

9.10.5

インプロセストランザクションサービス

607

9.10.6

DataSource オブジェクトのキャッシング

607

9.10.7

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化

608

9.10.8

受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する場合） 609

フォールトトレランスのための機能

616

9.11.1

コネクションの障害検知

616

9.11.2

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち

620

9.11.3

コネクションの取得リトライ

621

9.11.4

コネクションプールの情報表示

622

9.11.5

コネクションプールのクリア

624

9.11.6

コネクションの自動クローズ

624

9.11.7

コネクションスイーパ

626

9.11.8

トランザクションタイムアウトとステートメントキャンセル

626

9.11.9

トランザクションリカバリ

627

9.11.10

障害調査用 SQL の出力

630

9.11.11

オブジェクトの自動クローズ

633

コネクションプールのクラスタ化

634

9.12.1

クラスタコネクションプールの概要

634

9.12.2

クラスタコネクションプールの動作

637

9.12.3

使用するリソースアダプタ

642

そのほかのリソースアダプタの機能（Connector 1.5 仕様に準拠する
リソースアダプタの場合）

645

9.13.1

リソースアダプタのライフサイクル管理

645

9.13.2

リソースアダプタのワーク管理

650

9.13.3

メッセージインフロー

661

9.13.4

管理対象オブジェクトのルックアップ

665

9.13.5

コネクション定義の複数指定

666

9.13.6

Application Server 独自の Connector 1.5 API 仕様

670

9.13.7

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合の注意事項

674

xi

目次

9.14

リソースへの接続テスト

675

9.15

ファイアウォール環境での運用のための機能

678

9.16

9.17

9.15.1

トランザクションリカバリ用通信ポート

678

9.15.2

スマートエージェントが使用する通信ポート

678

リソースに接続するための実装
9.16.1

アプリケーションからリソースに接続する手順

679

9.16.2

リソースへのサインオン方式

679

トランザクション管理機能の実装

コンテナ管理のトランザクション（CMT）を使用する場合の処理概要と留意点 681

9.17.2

UserTransaction インタフェースを使用する場合の処理概要と留意点

9.17.4

トランザクションを使用しない場合の処理概要と留意点

685

9.17.5

JTA によるトランザクション実装時の注意事項

686

EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合の
注意事項

687

9.18.1

アプリケーション開発時の注意事項

687

9.18.2

システム構築時の注意事項

688

9.18.3

システム運用時の注意事項

688

コンテナ拡張ライブラリ

691

10.1

コンテナ拡張ライブラリの利用

692

10.2

コンテナ拡張ライブラリの利用の指針

693
693

10.2.1

コンテナ拡張ライブラリ利用の検討

10.2.2

コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能利用時の制限事項 694

10.3

コンテナ拡張ライブラリ利用の流れ

696

10.4

サーバ起動・停止フック機能の実装

697

10.5

xii

682

リソースアダプタ固有のトランザクション管理インタフェースを使用する場合の
処理概要と留意点
684

10

11

681

9.17.1

9.17.3

9.18

679

10.4.1

サーバ起動・停止フック機能の実装方法

697

10.4.2

サーバ起動・停止フック処理の呼び出し順序

698

10.4.3

サーバ起動・停止フック機能利用時のクラスパスの指定

700

スマートエージェント経由での CORBA オブジェクトの呼び出し

701

CTM によるリクエストのスケジューリングと負荷分散

703

11.1

705

CTM を使用したリクエストのスケジューリングの概要
11.1.1

リクエストをスケジューリングする目的

705

11.1.2

CTM が制御できるリクエストの種類

706

目次

11.1.3

11.2

11.3

11.4

11.5

リクエストを送信するクライアントアプリケーション

CTM のプロセス構成

706
707

11.2.1

CTM のプロセス構成と配置

707

11.2.2

プロセス配置の指針

708

11.2.3

CTM デーモン

711

11.2.4

CTM レギュレータ

713

11.2.5

CTM ドメインと CTM ドメインマネジャ

715

11.2.6

グローバル CORBA ネーミングサービス

719

CTM によるリクエストのスケジューリングの仕組み

722

11.3.1

CTM を使用する場合の処理の流れ

722

11.3.2

スケジュールキューの構成とキューの共有

723

11.3.3

スケジュールキューの長さ

727

CTM によるリクエストの流量制御と優先制御

729

11.4.1

リクエストの流量制御

729

11.4.2

リクエストの優先制御

730

11.4.3

リクエストの同時実行数の動的変更

731

CTM によるリクエストの閉塞制御

735

11.5.1

オンライン状態での J2EE アプリケーションの入れ替え

735

11.5.2

J2EE アプリケーションの閉塞制御

736

11.5.3

スケジュールキューの閉塞制御

737

11.5.4

J2EE サーバ異常終了時のリクエスト保持

738

11.6

CTM によるリクエストの負荷分散

740

11.7

CTM によるリクエストのキューの滞留監視

743

11.8

CTM のゲートウェイ機能を利用した TPBroker ／ OTM クライアントとの
接続

12

747

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ

749

12.1

750

12.2

セッションフェイルオーバ機能とは
12.1.1

セッションフェイルオーバの利点

750

12.1.2

前提条件

752

グローバルセッションを利用したセッション管理

755

12.2.1

グローバルセッションを利用したセッション管理の概要

755

12.2.2

グローバルセッション ID

758

12.2.3

グローバルセッション情報

758

12.2.4

グローバルセッションを利用するためのシステム構成要素

767

12.2.5

グローバルセッション情報が引き継がれるセッションの条件

770

xiii

目次

12.2.6

サーバの状態とグローバルセッション情報の引き継ぎ

773

12.2.7

グローバルセッションの制御方法

777

12.2.8

グローバルセッション情報の排他制御

779

12.2.9

グローバルセッション情報の最大数

780

グローバルセッション情報のサイズの見積もり

781

HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御

787

12.2.10

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

xiv

12.3.1

HTTP Cookie による制御の概要

787

12.3.2

HTTP Cookie による制御の前提条件

788

12.3.3

グローバルセッション ID を送信する HTTP Cookie の名称

788

12.3.4

サーブレットコンテキストへの属性追加

788

12.3.5

HTTP Cookie の有効期限

789

12.3.6

グローバルセッション破棄に伴う HTTP Cookie 情報の破棄

789

URL 書き換えによるグローバルセッションの制御

790

12.4.1

URL 書き換えによる制御の概要

790

12.4.2

URL 書き換えによる制御の前提条件

791

12.4.3

グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ

792

12.4.4

URL 書き換えによって制御する場合の負荷分散

793

12.4.5

URL 書き換えによって制御する場合の注意事項

795

グローバルセッションの制御方法が混在する場合のシステム構成

797

12.5.1

制御方法ごとに Web アプリケーションを分ける場合

797

12.5.2

制御方法ごとに Web アプリケーションを分けない場合

800

セッションフェイルオーバ機能で実施される処理

805

12.6.1

セッションフェイルオーバ機能で処理が実施されるタイミング

805

12.6.2

J2EE サーバ起動時の処理

806

12.6.3

J2EE アプリケーション開始時の処理

806

12.6.4

リクエスト実行時の処理

810

12.6.5

HttpSession オブジェクトの有効期限が切れた場合の処理

816

12.6.6

無効なグローバルセッション ID が送られた場合の処理

817

12.6.7

URL 書き換えを使用する場合の処理の違い

818

セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションの実装

821

12.7.1

実装時の留意事項

821

12.7.2

URL 書き換えによる制御をする場合のアプリケーションの実装

828

12.7.3

アプリケーションを実行するときに追加される属性

830

12.7.4

DD の定義

831

障害検知の方法

851

目次

13

統合ユーザ管理

13.1

13.2

統合ユーザ管理の概要

13.4

13.5

13.6

13.7

854

13.1.1

統合ユーザ管理の目的

854

13.1.2

レルムを使用したユーザ管理とユーザマッピング

855

13.1.3

Java 標準仕様（JAAS）に準拠したユーザ認証の概要

857

13.1.4

統合ユーザ管理で使用するユーザ情報の管理方法

860

13.1.5

ユーザ認証の有効期間と認証状態の引き継ぎ

865

13.1.6

統合ユーザ管理の処理の流れ

866

Cosminexus 標準ログインモジュールによるユーザ認証の仕組み

869

13.2.1

Cosminexus 標準ログインモジュールの種類と機能

869

13.2.2

WebPasswordLoginModule

871

13.2.3

WebCertificateLoginModule

872

13.2.4

WebPasswordLDAPLoginModule

873

13.2.5

WebPasswordJDBCLoginModule

875

13.2.6

DelegationLoginModule

876

13.2.7

WebSSOLoginModule

877

13.2.8

Cosminexus 標準ログインモジュールによるリポジトリへのアクセス

879

13.2.9

パスワード認証時の暗号拡張

881

13.2.10

13.3

853

ログインモジュールが使用するコンフィグレーションファイルのパラメタ

統合ユーザ管理のセッション管理

882
885

13.3.1

セッションの種類

885

13.3.2

ログインしたユーザ ID の登録

885

13.3.3

統合ユーザ管理のセッションに登録したユーザ ID の削除

887

13.3.4

JAAS のコンフィグレーションファイルの定義例

887

13.3.5

セッションフェイルオーバ機能を使用したログイン状態の引き継ぎ

888

シングルサインオンの利用方法

890

13.4.1

シングルサインオンをするために必要な手順

890

13.4.2

既存アプリケーションで行っているユーザ管理の適用

890

カスタムログインモジュールの利用

892

13.5.1

カスタムログインモジュールとは

892

13.5.2

カスタムログインモジュールの呼び出し

892

統合ユーザ管理フレームワークが提供する API の概要

894

13.6.1

JSP タグライブラリ

894

13.6.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリ

894

統合ユーザ管理フレームワークによるユーザ認証の実装の概要

896

xv

目次

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

第3編

API を使用したユーザ認証の実装
13.8.1

ログイン（API を使用する場合）

897

13.8.2

ユーザ ID の取得（API を使用する場合）

897

13.8.3

ユーザ属性の取得（API を使用する場合）

898

13.8.4

ログアウト（API を使用する場合）

899

13.8.5

HttpSession に java.io.Serializable を継承した Subject を格納する場合の実装

900

13.8.6

パスワード認証時の暗号拡張の実装

902

タグライブラリを使用したユーザ認証の実装

903

13.9.1

ログイン（タグライブラリを使用する場合）

903

13.9.2

ユーザ ID の取得（タグライブラリを使用する場合）

905

13.9.3

ユーザ属性の取得（タグライブラリを使用する場合）

906

13.9.4

ログアウト（タグライブラリを使用する場合）

906

セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証の実装

908

13.10.1

セッションフェイルオーバ機能で引き継げるセッション情報と認証情報

908

13.10.2

セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証の実装

909

13.10.3

セッションフェイルオーバ機能使用時の DD の定義

912

カスタムログインモジュールの実装

915

13.11.1

Cosminexus 標準のログインモジュールと連携するための情報

915

13.11.2

カスタムログインモジュールの実装時の留意点

916

13.11.3

カスタムログインモジュールの実装例

917

統合ユーザ管理の運用

923

13.12.1

リポジトリ管理

923

13.12.2

リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバ）の接続フェイルオーバ

923

バッチアプリケーション実行基盤としての機能

14

バッチサーバ

927

14.1

928

14.2

xvi

897

バッチアプリケーション実行環境の概要
14.1.1

バッチアプリケーションを実行するシステム

928

14.1.2

バッチサーバで提供する機能

931

14.1.3

バッチアプリケーションの実行環境の構築

931

14.1.4

バッチアプリケーションの実行環境の運用

932

14.1.5

マルチバイト文字の使用について

933

バッチアプリケーション実行機能

934

目次

14.2.1

バッチアプリケーション実行機能の概要

934

14.2.2

バッチアプリケーションの実行

936

14.2.3

バッチアプリケーションの強制停止

939

14.2.4

バッチアプリケーションのログ出力

940

14.3

EJB アクセスで使用できる機能

942

14.4

ネーミング管理が提供する機能

944

14.5

リソース接続とトランザクション管理が提供する機能

945

14.6

14.7

14.5.1

リソース接続とトランザクション管理の概要

945

14.5.2

リソース接続への接続方法

946

14.5.3

トランザクションの管理方法

950

ガーベージコレクション制御機能
14.6.1

ガーベージコレクション制御機能とは

951

14.6.2

ガーベージコレクション制御の処理の流れ

952

コンテナ拡張ライブラリ

15

バッチアプリケーション

15.1

15.2

15.3

951

バッチアプリケーションの実行方法

956

957
958

15.1.1

バッチアプリケーションの開始方法

958

15.1.2

バッチアプリケーションの強制停止の方法

959

15.1.3

バッチアプリケーションで使用するコマンドの実行について

960

バッチアプリケーションの作成

963

15.2.1

バッチアプリケーションの作成規則

963

15.2.2

バッチアプリケーション作成時の注意

964

リソースに接続するバッチアプリケーションの作成

967

15.3.1

新規にバッチアプリケーションを作成する場合

967

15.3.2

既存のバッチアプリケーションから移行する場合

968

15.3.3

リソースに接続するバッチアプリケーションの注意

970

15.4

EJB にアクセスするバッチアプリケーションの作成

972

15.5

Java アプリケーションからの移行

974

15.5.1

アプリケーションの移行が必要な場合

974

15.5.2

実行環境の移行が必要な場合

975

xvii

目次

第4編

構築支援機能

16

システムの構築

977

16.1

Cosminexus で提供するシステムの構築支援機能

978

16.2

Management Server で構築したシステムの概要

979

16.2.1

Management Server が管理する範囲

979

16.2.2

Management Server でのサーバ管理

981

16.3

Smart Composer 機能を使用したシステム構築の特長

983

16.4

Smart Composer 機能を使用したシステム構築の流れ

985

16.5

セットアップウィザードを使用したシステム構築の特長

987

16.6

セットアップウィザードを使用したシステム構築の流れ

988

16.7

リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定

989

16.8

第5編

16.7.1

リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定で使用する構築支援機能

989

16.7.2

リソースアダプタの設定の流れ

990

16.7.3

J2EE アプリケーションの設定の流れ

990

複数の構築済み実行環境の切り替え
16.8.1

構築済み実行環境の切り替えの概要

992

16.8.2

構築済み実行環境の切り替えの流れ

994

16.8.3

構築済み実行環境を切り替える場合の注意

996

運用支援機能

17

システムの日常運用

997

17.1

998

17.2
17.3

17.4

xviii

992

システムの日常運用の概要
17.1.1

J2EE アプリケーションの実行環境の日常運用

17.1.2

バッチアプリケーションの実行環境の日常運用

998
1001

J2EE サーバまたはバッチサーバの運用とシステムの運用管理者（UNIX の
場合）
1004
システムの起動と停止

1006

17.3.1

日常運用での起動と停止

1006

17.3.2

論理サーバの起動・停止と稼働確認

1006

17.3.3

障害発生時の自動再起動

1010

ステータスの監視

1012

目次

17.5

17.4.1

サービスユニットのステータス監視

1012

17.4.2

論理サーバのステータス監視

1012

稼働情報の監視（稼働情報収集機能）

1013

17.5.1

稼働情報ファイルの出力

1013

17.5.2

イベントの発行

1016

17.6

稼働情報の監視（運用管理コマンド）

1020

17.7

リソースの枯渇監視

1022

17.8

17.9

17.10

17.11

17.7.1

リソース枯渇監視機能の概要

1022

17.7.2

監視できるリソースの種類

1022

Management イベントによる処理の自動実行

1025

17.8.1

Management イベントの通知と Management アクション

1025

17.8.2

Management アクションの実行制御

1026

CTM の稼働統計情報の収集

1031

17.9.1

CTM の稼働統計情報の概要

1031

17.9.2

稼働統計情報ファイルの利用方法

1033

システムの処理性能の解析

1034

17.10.1

性能解析トレースの概要

1034

17.10.2

性能解析トレースの仕組み

1036

17.10.3

性能解析トレースの構成

1039

17.10.4

トレース情報の利用方法

1039

17.10.5

トレース取得ポイントと PRF トレース取得レベル

1040

17.10.6

トレース情報の取得によるトラブルシュート

1042

17.10.7

性能解析トレースのルートアプリケーション情報の取得のための実装

1042

サービスユニットの構成監視

18

1044

システムの保守

1045

18.1

システムの保守の概要

1046

18.2

トラブルシューティングの資料の取得

1047

18.3

18.2.1

障害発生時の資料取得の流れ

1047

18.2.2

取得できる資料

1050

18.2.3

障害検知時コマンドによる資料取得

1051

18.2.4

snapshot ログの収集

1052

アプリケーションのユーザログ出力

1054

18.3.1

ユーザログ出力の概要

1054

18.3.2

ログのフォーマット

1057

18.3.3

ユーザログ出力で使用するメソッド

1058

xix

目次

18.3.4

ロガーとハンドラの作成と設定

1059

18.3.5

ログの出力方法

1061

18.3.6

セキュリティポリシーの設定

1062

18.3.7

ユーザ独自のフィルタ／フォーマッタ／ハンドラの使用方法

1064

18.3.8

ユーザログ機能を使用する場合の注意事項

1066

18.3.9

EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出力

1067

18.3.10

18.4

EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ出力の実装

コンソールログの出力

1072

J2EE アプリケーションの運用

1075

19.1

J2EE アプリケーションの運用の概要

1076

19.2

同時実行数の動的変更

1077

19.3

J2EE アプリケーション実行時間の監視とキャンセル

1078

19

19.4

19.5

19.6

19.7

xx

1068

19.3.1

J2EE アプリケーション実行時間の監視の概要

1078

19.3.2

メソッドタイムアウトとは

1080

19.3.3

メソッドキャンセルとは

1081

19.3.4

タイムアウト値の設定例と設定値の有効範囲

1085

19.3.5

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の実装

1091

19.3.6

使用するスレッド数

1094

J2EE アプリケーションのサービスの閉塞

1096

19.4.1

Web アプリケーションのサービスの閉塞と閉塞解除

1096

19.4.2

CTM のスケジュールキューの閉塞と閉塞解除

1100

J2EE アプリケーションの停止

1101

19.5.1

J2EE アプリケーション停止の概要

1101

19.5.2

閉塞処理

1102

19.5.3

停止処理

1105

19.5.4

強制停止処理

1107

J2EE アプリケーションの入れ替え

1109

19.6.1

J2EE アプリケーション入れ替えの概要

1109

19.6.2

Web アプリケーションのサービスの部分閉塞による入れ替え

1112

J2EE アプリケーションのテスト機能

1114
1114

19.7.1

テストモードの概要

19.7.2

テストモードで動作している J2EE アプリケーションに対する処理

1115

19.7.3

テストモードで動作している J2EE アプリケーション情報の取得

1120

19.7.4

テストモードでの J2EE アプリケーション呼び出し時の注意事項

1121

目次

20

システムの監査

1125

20.1

システムの監査の概要

1126

20.2

監査ログを使用したシステムの監査

1127

20.3

第6編

20.2.1

監査ログを使用したシステムの監査の概要

1127

20.2.2

監査ログ出力の前提条件

1130

20.2.3

アプリケーションの監査ログを出力するための実装

1130

20.2.4

監査ログの出力方式

1132

データベース監査証跡との連携

1135

20.3.1

データベース監査証跡との連携の概要

1135

20.3.2

データベース監査証跡に出力する情報

1137

ほかのプログラムとの連携機能

21

JP1 と連携したシステムの運用

1139

21.1

JP1 と連携して実現できる運用

1140

21.2

システムの集中監視（JP1/IM との連携）

1141

21.3

21.4

21.5

21.2.1

システムの集中監視の概要

1141

21.2.2

システムの集中監視に必要なプログラム

1144

21.2.3

監視ツリーの自動生成

1145

21.2.4

統合機能メニューからの運用管理ポータルの表示（Windows の場合）

1151

21.2.5

障害の監視の仕組み

1151

システムの構成定義および管理（JP1/IM - CM との連携）

1157

21.3.1

システムの構成定義および管理の概要

1157

21.3.2

システムの構成定義および管理に必要なプログラム

1158

21.3.3

Smart Composer 機能での Web システム構築

1160

21.3.4

Web システムの構成情報の収集

1162

ジョブによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 との連携）

1164

21.4.1

ジョブによるシステムの自動運転の概要

1164

21.4.2

ジョブによるシステムの自動運転に必要なプログラム

1166

21.4.3

カスタムジョブによるジョブの定義（Windows の場合）

1169

21.4.4

論理サーバおよび J2EE アプリケーションの起動と停止の自動化の仕組み

1170

シナリオによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 - SO との連携）
21.5.1

シナリオによるシステムの自動運転の概要

1173
1173

xxi

目次

21.6

21.5.2

シナリオによるシステムの自動運転に必要なプログラム

1174

21.5.3

シナリオテンプレートによるシナリオの定義

1175

監査ログの収集および一元管理（JP1/NETM/Audit との連携）
21.6.1

監査ログの収集および一元管理の概要

1176

21.6.2

監査ログの収集および一元管理に必要なプログラム

1178

22

クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用

22.1

クラスタソフトウェアと連携して実現できる運用

22.3

22.4

22.5

1182

実行系と待機系を 1:1 で運用するシステムとは（1:1 系切り替えシステム）

1183

22.1.2

相互スタンバイで運用するシステムとは（相互系切り替えシステム）

1183

待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステムとは（N:1
リカバリシステム）

クラスタソフトウェアと連携するための前提条件

1184
1185

22.2.1

系切り替えの管理対象となるサーバ

1185

22.2.2

ライトトランザクション機能の利用

1185

22.2.3

システムの運用方法

1186

22.2.4

実行系の前提条件

1186

22.2.5

待機系の前提条件

1186

実行系と待機系を 1:1 で運用するシステム（1:1 系切り替えシステム）

1188

22.3.1

1:1 系切り替えシステムのシステム構成例

1188

22.3.2

系切り替えのタイミング

1191

22.3.3

1:1 系切り替えシステムでの系切り替え処理の流れ

1191

22.3.4

系切り替え時のシステムの動作

1196

22.3.5

系切り替え時の情報の引き継ぎ

1198

相互スタンバイで運用するシステム（相互系切り替えシステム）

1199

22.4.1

相互系切り替えシステムのシステム構成例

1199

22.4.2

相互系切り替えシステムでの系切り替え処理の流れ

1202

待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステム（N:1
リカバリシステム）

1206

22.5.1

N:1 リカバリシステムのシステム構成例

1206

22.5.2

リカバリ処理の流れ

1208

22.5.3

系切り替え時の情報の引き継ぎ

1209

付録

1211

付録 A 旧バージョンとの互換用機能
付録 A.1

xxii

1181

22.1.1

22.1.3

22.2

1176

互換用のサーバの動作モード

1212
1212

目次

付録 A.2

使用できる機能の一覧

1213

付録 A.3

サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードの比較

1225

付録 B ベーシックモードでのリソース接続

1237

付録 B.1

接続できるリソースとトランザクションの管理方法

1237

付録 B.2

データベース接続の前提条件

1238

付録 B.3

データソースによるデータベースへの接続で使用できる機能

1239

付録 B.4

リソースへの接続テスト

1243

付録 B.5

JTA によるトランザクション実装時の注意事項

1244

付録 C サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能

1245

付録 C.1

Web アプリケーションの実行

1246

付録 C.2

Web アプリケーションの更新検知とリロード

1249

付録 C.3

JSP ファイルのコンパイル結果の保持

1259

付録 C.4

アプリケーションのイベントリスナ

1261

付録 C.5

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング

1262

付録 C.6

Web コンテナのセキュリティ管理

1262

付録 C.7

EJB コンテナとの連携

1263

付録 C.8

データベースとの接続

1264

付録 C.9

Web コンテナによるスレッドの作成

1265

付録 C.10

同時実行スレッド数の制御

1267

付録 C.11

ユーザスレッドで使用できる Application Server の機能

1267

付録 C.12

ドメイン名指定でのトップページの表示

1269

付録 C.13

静的コンテンツのキャッシュ

1269

付録 C.14

簡易 Web サーバ機能

1269

付録 D サーブレットエンジンモードでのリソース接続

1271

付録 D.1

接続できるリソースとトランザクションの管理方法

1271

付録 D.2

データベース接続の前提条件

1272

付録 D.3

Web コンテナコネクションプール機能によるデータベース接続

1272

付録 E J2EE サーバ起動時の EJB タイマの自動生成

1277

付録 E.1

サーブレット方式

1277

付録 E.2

Management イベント方式

1278

付録 F

Oracle RAC を使用した Oracle への接続

1280

付録 F.1

Cosminexus の機能を使用した接続

1280

付録 F.2

Oracle の機能を使用した接続

1282

付録 G アプリケーションの開発で使用する文字コード

1284

付録 G.1

アプリケーションで扱う文字コード

1284

付録 G.2

ブラウザとアプリケーション間の文字コード変換

1286

付録 G.3

データベースとアプリケーション間の文字コード変換

1288

xxiii

目次

付録 H クラスローダの構成
付録 H.1

デフォルトのクラスローダ構成

1289

付録 H.2

ローカル呼び出し最適化時のクラスローダ構成

1291

付録 H.3

下位互換用のクラスローダ構成

1293

付録 H.4

クラスローダに設定されるクラスパス

1295

付録 I

Cosminexus DABroker Library を使用したデータベース接続の実装

xxiv

1296

付録 I.1

Cosminexus DABroker Library で開発するアプリケーション

1296

付録 I.2

JDBC2.0 の概要

1297

付録 I.3

JDBC2.0 拡張機能の概要

1316

付録 I.4

データベース接続の設定

1323

付録 I.5

JDBC2.0 拡張機能を使用したデータベース接続の設定

1338

付録 I.6

エラー時の JDBC ドライバの処理

1343

付録 I.7

データ型の対応

1344

付録 J 用語解説

索引

1289

1347

1377

第1編

1

概要

Application Server の概要
この章では，Application Server の概要について説明します。
Application Server は，アプリケーションの実行基盤であるア
プリケーションサーバを中心としたシステムを構築・運用する
ための製品です。

1.1 Application Server とは
1.2 J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス
1.3 バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス
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1. Application Server の概要

1.1 Application Server とは
アプリケーションサーバは，情報システムの中で，ユーザの要求（プレゼンテーション
層）とデータベースなどの業務システム（データ層）の処理を橋渡しするためのアプリ
ケーション層を構築するためのミドルウェアです。アプリケーションの実行環境となる
ほか，アプリケーションからデータベースやメインフレームなどに接続する機能や，
セッション管理，トランザクション管理に必要な機能も提供します。
Application Server は，アプリケーションサーバを中心としたシステムを構築・運用す
るための製品です。Application Server では，次に示す四つの機能を提供しています。
● アプリケーションの実行基盤としての機能
● アプリケーションサーバを中心としたシステムの構築を支援する機能
● アプリケーションサーバを中心としたシステムの運用を支援する機能
● ほかのプログラムと連携する機能
また，Application Server で構築したシステムでは，業務に応じて次の 2 種類のアプリ
ケーションを実行できます。
• オンライン業務
オンライン業務とは，ネットワーク経由などで送信されるクライアントからのリクエ
ストを処理する業務です。オンライン業務を実行するためのアプリケーションの形式
は J2EE アプリケーションとなります。Application Server では，J2EE アプリケー
ションの実行基盤としての機能を提供しています。J2EE アプリケーションを実行す
る場合の Application Server の機能については，「2.

アプリケーションサーバの機能

（J2EE アプリケーションを実行する場合）
」を参照してください。
• バッチ業務
バッチ業務とは，定型的または定期的な作業をまとめて処理する業務です。バッチ業
務を実行するためのアプリケーションの形式は，バッチアプリケーションとなります。
Application Server では，バッチアプリケーションの実行基盤としての機能を提供し
ています。バッチアプリケーションを実行する場合の Application Server の機能につ
いては，
「3. アプリケーションサーバの機能（バッチアプリケーションを実行する場
合）
」を参照してください。
ここでは，Application Server の機能を紹介します。

参考
Application Server は，Cosminexus Component Container を中心とした，複数の構成ソフ
トウェアで構成されています。構成ソフトウェアについては，マニュアル「Cosminexus
概説」を参照してください。
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1. Application Server の概要

1.1.1 アプリケーション実行基盤としての機能
Application Server では，アプリケーション実行基盤の機能を提供しています。
Application Server で提供するアプリケーション実行基盤の機能には，業務の種類に
よって次の 2 種類があります。
● J2EE アプリケーションの実行基盤としての機能
オンライン業務（J2EE アプリケーション）実行の基盤となる機能です。J2EE サー
バを中心に構成されます。J2EE アプリケーションを実行するときのアプリケーショ
J2EE アプリケーションを実行するアプリ

ンサーバのプロセスについては，「1.2

ケーションサーバのプロセス」を参照してください。
● バッチアプリケーションの実行基盤としての機能
バッチ業務（バッチアプリケーション）実行の基盤となる機能です。バッチサーバを
中心に構成されます。バッチアプリケーションを実行するときのアプリケーション
サーバのプロセスについては，「1.3

バッチアプリケーションを実行するアプリケー

ションサーバのプロセス」を参照してください。

1.1.2 システムの構築を支援する機能
Application Server ではシステムの構築を支援するため，次のような機能を提供してい
ます。
● 環境構築支援のための機能
システムの環境構築を支援するための機能として，Smart Composer 機能およびセッ
トアップウィザードを提供しています。Smart Composer 機能のコマンドを使用して
システムを構築すると，複数のサーバに対して一括で設定できます。また，セット
アップウィザードを使用すると，対話形式のウィザードプログラムを使用したシステ
ム構築ができます。
Smart Composer 機能およびセットアップウィザードで構築したシステムでは，
Management Server というプロセスを使用します。Management Server は，アプリ
ケーションサーバを構成するプロセスで，システム内のサーバを管理できます。
Management Server を使用することで，システムの一括運用が実現します。
● J2EE アプリケーションやリソースアダプタの設定を支援する機能
システムに配置する J2EE アプリケーションや，リソースとの接続に使用するリソー
スアダプタの設定を支援する機能として，CUI のサーバ管理コマンド，GUI の
Server Plug-in を提供しています。サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用
することで，J2EE アプリケーションやリソースアダプタのプロパティを設定したり，
サーバにデプロイしたりできます。
システムの構築支援機能については，
「16.

システムの構築」を参照してください。
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1. Application Server の概要

1.1.3

システムの運用を支援する機能

Application Server ではシステムの運用を支援するため，次のような機能を提供してい
ます。
● Management Server による運用管理機能
Cosminexus システムの運用管理プロセスとして，Management Server があります。
Management Server を利用すると，複数のホストで構成されるサーバに対して一括
操作できるので，システムの一括運用が実現します。
● システムの日常運用を支援する機能
• システムの起動・停止機能
Smart Composer 機能のコマンドでのシステムの起動・停止ができます。
• 稼働情報の監視機能
サーバの稼働状態やリソースの使用状況を監視する機能を提供しています。また，
稼働情報をファイルに出力することもできます。稼働情報を監視することで，サー
バの稼働状態を確認したり，設定パラメタをチューニングしたりできます。
• トレース情報の取得・収集機能
システムの内部のイベント単位で，複数のノードやプロセス間にわたるトレース情
報を取得する機能を提供しています。この機能によって，一連の処理の中でどの処
理がボトルネックになっているかをトレースできます。
システムの日常運用を支援する機能については，
「17. システムの日常運用」を参照
してください。
● システムの保守を支援する機能
• ログ運用および障害検知に使用する機能
ログの出力・収集，トラブルシューティング資料の収集などの機能が利用できます。
これらの機能を使用することで，運用しているシステムの稼働状態の確認や，トラ
ブル発生時の障害解析に利用できます。
システムの保守を支援する機能については，
「18. システムの保守」を参照してくだ
さい。
● J2EE アプリケーションの運用機能
• J2EE アプリケーションの実行時間を監視する機能
EJB および Web アプリケーションのリクエスト実行時間を監視できます。J2EE ア
プリケーションで障害を検知すると，一定時間内に終了しなかったメソッド処理を
キャンセルします。
• J2EE アプリケーションの入れ替え機能
サービスの停止期間を最小限に抑えて，J2EE アプリケーションを入れ替えること
ができます。
• J2EE アプリケーションのテスト機能
稼働中の J2EE サーバ上で，テスト用として J2EE アプリケーションを動作できま
す。本番環境と同じ環境でテストを実施できます。
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J2EE アプリケーションの運用機能については，「19.

J2EE アプリケーションの運

用」を参照してください。
● システムの監査を支援する機能
• 監査に必要な，操作や処理の履歴を記録する機能
システムや J2EE アプリケーションに対する操作や処理の履歴など，監査の観点で
必要な情報を記録する機能を利用できます。
システムの監査を支援する機能については，「20.

システムの監査」を参照してくだ

さい。

1.1.4 ほかのプログラムと連携する機能
Application Server で構築したシステムでは，ほかのプログラムと連携した運用を実現
できます。連携できるプログラムについて説明します。

（1） データベースとの連携
Application Server を使用して構築したシステムはデータベースと連携できます。連携
できるデータベースは次のとおりです。
• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2
Cosminexus ではこれらのデータベースと接続するためのリソースアダプタを提供して
います。
データベース接続については，
「9. リソース接続とトランザクション管理」を参照して
ください。

（2） JP1 との連携
Application Server を使用して構築したシステムは，統合システム運用管理用ミドル
ウェア JP1 と連携することで，さらに高い運用性を持つシステムになります。
JP1 は，ジョブ管理，アベイラビリティ管理，ネットワーク管理など，システム運用に
必要なさまざまな機能を統合管理できるミドルウェアです。JP1 と連携すると，
Cosminexus システムを JP1 による統合運用管理の対象にできます。これによって，ほ
かの業務システムと統合した環境で，Cosminexus システムの障害監視や稼働性能監視
をしたり，サーバやアプリケーションの起動／停止を自動化したりできるようになりま
す。
JP1 と連携すると，次のような運用ができるようになります。
● システムの集中監視
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JP1/IM と連携して，Cosminexus システムを含めたシステム全体の監視ができるよう
になります。集中監視では，障害が発生した場合や，あらかじめ指定しておいたしき
い値を超える事象が発生した場合などに，運用管理者に自動アクションで通知するよ
うに設定できます。
● システムの構成定義および管理
JP1/IM - CM と連携して，ユーザの視点で業務システムの構成を定義したり，定義し
た構成情報を管理したりできます。システム全体に散在する各種リソースの情報を集
中して管理することで，システム構成に関する情報を統合管理できます。
なお，JP1/IM - CM と連携できるのは，Cosminexus で提供する Smart Composer 機
能を使用してシステムを構築する場合だけです。
● カスタムジョブによるシステムの自動運転
JP1/AJS2 と連携して，Cosminexus システムの論理サーバや J2EE アプリケーショ
ンの起動や停止のスケジュールをカスタムジョブに定義することで，システムの運用
を自動化できます。これによって，日常運用に掛かる手間を削減できるほか，システ
ムが空いている時間に処理ができるようになります。
また，システムに負荷を掛ける処理については，夜間にバッチで実行するなどして，
システムリソースを有効に活用できます。JP1/AJS2 と連携して，Cosminexus シス
テムの論理サーバやバッチアプリケーションの開始のスケジュールをカスタムジョブ
に定義することで，バッチアプリケーションの自動実行ができます。これによって，
バッチ処理に掛かる手間を削減できます。
● シナリオによるシステムの自動運転
JP1/AJS2 - SO と連携して，Cosminexus システムの論理サーバや J2EE アプリケー
ションの起動や停止のスケジュールをシナリオに定義することで，システムの運用を
自動化できます。
なお，シナリオによるシステムの自動運転をする場合は，Smart Composer 機能を使
用して構築したシステムが前提となります。Cosminexus が提供するシナリオテンプ
レートを使用することで，Smart Composer 機能を使用して構築したシステムの自動
運転の定義が容易にできるようになります。
● 監査ログの収集と一元管理
JP1/NETM/Audit と連携して，Cosminexus が出力する監査ログを自動で収集，およ
び一元管理できます。
JP1 連携の詳細な内容については，「21.

JP1 と連携したシステムの運用」を参照して

ください。

（3） クラスタソフトウェアとの連携
Cosminexus システムでは，クラスタソフトウェアと連携することで，Cosminexus シス
テムの信頼性や稼働率を向上できます。
クラスタソフトウェアは，システムを監視し，障害発生時などにサーバプログラムを含
めたシステムの系切り替えを実行します。クラスタソフトウェアと連携すると，実行中
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のサーバシステムに障害が発生した場合，直ちに待機させておいたサーバシステムに自
動的に切り替えることができます。これによって，障害によるサーバの不稼働時間を短
縮でき，業務処理の中断を最小限に抑えることができます。
（a） クラスタソフトウェアと連携してできる運用
クラスタソフトウェアと連携すると，次の運用ができるようになります。
● 実行系と待機系を 1:1 で運用するシステム
実行系のサーバと待機系のサーバが 1:1 で対応しているシステムです。これを 1:1 系
切り替えシステムといいます。Cosminexus では，アプリケーションサーバの 1:1 系
切り替えシステムでの運用と，運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの運用を
サポートしています。
1:1 系切り替えシステムでは，実行系サーバの障害発生時やサーバを保守するときな
どに，実行中のサーバをあらかじめ待機させておいたサーバに切り替えることができ
ます。切り替えは，オペレータが意識することなく，自動でできます。
● 相互スタンバイで運用するシステム
2 台のアプリケーションサーバが現用系として動作しながら，互いの予備系になる構
成です。どちらか一方のアプリケーションサーバに障害が発生すると，他方のアプリ
ケーションサーバに自動的に処理が引き継がれます。これを相互系切り替えシステム
といいます。Cosminexus では，アプリケーションサーバの相互系切り替えシステム
での運用をサポートしています。
● 待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステム
クラスタ構成となっている N 台の実行系アプリケーションサーバに対して，1 台のリ
カバリ専用サーバを待機系として配置したシステムです。これを N:1 リカバリシステ
ムといいます。
N:1 リカバリシステムでは，クラスタ構成の実行系のアプリケーションサーバで障害
が発生したときに，障害が発生したアプリケーションサーバの仕掛かり中のトランザ
クションを，待機系のリカバリ専用サーバで決着することができます。
（b） Cosminexus がサポートするクラスタソフトウェア
Cosminexus では，Microsoft Cluster Service，または HA モニタと連携したシステムの
運用をサポートしています。Cosminexus がサポートするクラスタソフトウェアと実行
環境の OS との対応を次の表に示します。
表 1-1 Cosminexus がサポートするクラスタソフトウェアと実行環境の OS との対応
実行環境の OS 種別

クラスタソフト
ウェア
Windows ※

AIX

HP-UX

Linux

Solaris

Microsoft
Cluster Service

○

×

×

×

×

HA モニタ

×

○

○

○

×
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（凡例） ○：使用できる
注※

×：使用できない

Microsoft Cluster Service と連携する場合，Windows Server 2003 Enterprise Edition，

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition，ま
たは Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition が前提 OS となります。

クラスタソフトウェアとの連携の詳細な内容については，「22.
と連携したシステムの運用」を参照してください。
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1.2 J2EE アプリケーションを実行するアプリ
ケーションサーバのプロセス
ここでは，J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス構成と
J2EE サーバの構成について説明します。

1.2.1

J2EE アプリケーションを実行する場合のプロセス構
成

J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバは，次の図に示すプロセスで
構成されます。
図 1-1 J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバを構成するプロセス

参考
なお，システムを構築する場合は，これらのプロセスをシステムの要件に合わせて，システ
ム内の各マシンに一つまたは複数配置します。プロセスの配置など，システム構成の検討に
ついては，マニュアル「Cosminexus

システム設計ガイド」を参照してください。

それぞれのプロセスについて説明します。なお，図中の番号は，(1) 〜 (6) に対応します。
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（1） J2EE サーバ
J2EE サーバは，J2EE アプリケーションの実行基盤となるプロセスです。J2EE サーバ
は，J2EE アプリケーション，J2EE コンテナ，J2EE サービス，J2EE リソースなど，
複数のプログラムモジュールで構成されます。また，J2EE コンテナは，提供する機能に
よって，EJB コンテナと Web コンテナに分けられます。J2EE サーバを構成するプログ
ラムモジュールについては，「1.2.2

J2EE サーバの構成」で説明します。

（2） Web サーバ
Web サーバは，Web ブラウザからのリクエスト受信，および Web ブラウザへのデータ
送信に関連する処理を実行するプロセスです。J2EE サーバ上で動作する J2EE アプリ
ケーションに Web ブラウザからアクセスするシステムの場合に，Web サーバを使用する
必要があります※。なお，Web ブラウザからアクセスできるのは，J2EE アプリケーショ
ンに含まれるサーブレット，JSP，または静的コンテンツです。
Cosminexus では，Web サーバとして，Hitachi Web Server または Microsoft IIS を使用
できます。Hitachi Web Server は，Application Server の構成ソフトウェアの一つです。
Hitachi Web Server の機能については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照して
ください。
注※
Web サーバを経由しないで J2EE サーバと Web ブラウザ間で直接リクエストを送受
信する機能（インプロセス HTTP サーバ機能）を使用する場合，Web サーバに相当
するプロセスは不要です。インプロセス HTTP サーバ機能は，Web コンテナの機能
です。詳細は，
「4.3 インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け」を
参照してください。

（3） CTM
CTM は，J2EE アプリケーション内の Session Bean に対するリクエストをスケジュー
リングするためのプロセス群です。CTM を使用することで，クライアントからのリクエ
ストを適切に分散，スケジューリングできます。これによって，サーバの負荷を抑え，
システムの可用性を高めて業務を滞りなく進めるようにできます。
CTM としての機能は，CTM デーモン，CTM レギュレータ，CTM ドメインマネジャな
どの，複数のプロセスを使用して実現します。また，ネーミングサービスとして，
CORBA ネーミングサービスを使用します。
CTM の機能の詳細については，
「11. CTM によるリクエストのスケジューリングと負
荷分散」を参照してください。
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ポイント
CTM は，構成ソフトウェアに Cosminexus Component Transaction Monitor を含む製品だ
けで利用できます。利用できる製品については，マニュアル「Cosminexus

概説」を参照

してください。

（4） PRF デーモン（パフォーマンストレーサ）
アプリケーションサーバは，リクエストを処理するときに，トレース情報をバッファに
出力します。PRF デーモン（パフォーマンストレーサ）は，バッファに出力されたト
レース情報をファイルに出力するための I ／ O プロセスです。PRF デーモンが出力する
トレース情報ファイルは，システムのボトルネックを検証したり，トラブルシュートの
効率向上を図ったりするために役立ちます。
PRF デーモンの機能の詳細については，「17.10

システムの処理性能の解析」を参照し

てください。

（5） 運用管理エージェント
運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイル
を更新したりするエージェント機能を持つプロセスです。なお，論理サーバとは，
Management Server の運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。

（6） Management Server
運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出して，運用
管理ドメイン全体の運用管理を実行するためのプロセスです。

（7） そのほかのプロセス
(1) 〜 (6) で示したプロセス以外に，機能に応じて使用するプロセスとして，次のプロセ
スがあります。
● SFO サーバ
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に必要なプロセスです。詳細について
は，
「12. J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ」を参照してください。
● ユーザサーバ
ユーザサーバとは，ユーザが定義する任意のサービスやプロセスです。ユーザサーバ
は論理サーバ（論理ユーザサーバ）として定義できます。論理ユーザサーバとして定
義することで，特定のサービスやプロセスが Management Server の管理対象となり
ます。これによって，ほかの論理サーバと同様に，Management Server で一括管理
できるようになります。
● 旧バージョンとの互換用のプロセス
旧バージョンとの互換用の機能を使用する場合に使用するプロセスです。
• Web コンテナサーバ
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サーバの動作モードとしてサーブレットエンジンモードを使用する場合に，Web ア
プリケーションの実行基盤となるプロセスです。Web コンテナサーバでは，Web コ
ンテナの機能を使用できます。なお，サーブレットエンジンモードの場合の Web コ
ンテナの機能については，
「付録 C サーブレットエンジンモードで使用できる
Web コンテナの機能」を参照してください。

1.2.2

J2EE サーバの構成

J2EE サーバとは，次に示す五つのプログラムモジュールを実行する Java アプリケー
ションです。
• J2EE アプリケーション（サーブレット，JSP，Enterprise Bean など）
• J2EE コンテナ
• J2EE サービス
JNDI，JavaMail，JTA，RMI-IIOP，JDBC，ネーミング管理，トランザクション管
理，セキュリティなど
• J2EE リソース
• コンテナ拡張ライブラリ
J2EE アプリケーションは，サーブレット，JSP，Enterprise Bean などによって構成さ
れています。J2EE アプリケーションは，業務の内容に応じて，ユーザが開発します。な
お，J2EE アプリケーション以外のプログラムモジュールは，Application Server で提供
されているモジュールです。
J2EE サーバの構造を次の図に示します。
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図 1-2 J2EE サーバの構造

以降の項で，J2EE サーバの各モジュールの概要を説明します。

1.2.3

J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネント

J2EE アプリケーションは，一つ以上の J2EE コンポーネントで構成されています。こ
こでは，J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネントについて説明します。

（1） J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネントの関係
J2EE アプリケーションは，サーブレット，JSP，Enterprise Bean などのユーザアプリ
ケーションプログラムで構成されています。J2EE アプリケーションは，J2EE コンテナ
上で動作します。
J2EE アプリケーションを構成する，サーブレット，JSP，Enterprise Bean などを
J2EE コンポーネントといいます。
J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネントの関係を次の図に示します。
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図 1-3 J2EE アプリケーションと J2EE コンポーネントとの関係

（2） J2EE アプリケーションの構造
J2EE アプリケーションは，3 層の構造になっています。J2EE アプリケーションの構造
を次の図に示します。
図 1-4 J2EE アプリケーションの構造

J2EE アプリケーションの最小単位は，階層 3 のファイル（図中，点線で囲まれたファ
イル）です。階層 3 のファイルには，クラスファイルや JSP ファイルなどがあります。
そして，階層 3 のファイルをパッケージしたものが階層 2 のファイルとなります。この
図の場合，階層 2 の EJB-JAR ファイルは，階層 3 に属する Enterprise Bean と DD
（ejb-jar.xml）をパッケージしたものとなります。
さらに，階層 2 のそれぞれのファイルをパッケージしたものが階層 1 の J2EE アプリ
ケーションとなります。
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ここでは，階層 1 および階層 2 のパッケージファイルについて説明します。なお，図中
の項番は次の説明の項番と対応しています。

参考
それぞれの階層でファイル形式，および DD の DTD が規定されています。
DD とは，アプリケーションを運用環境に配置するときの定義情報を記述したファイルを指
します。EJB-JAR の場合，DD は ejb-jar.xml，Web アプリケーションの場合，DD は
web.xml，J2EE アプリケーションの場合，DD は application.xml となります。
なお，Enterprise Bean でアノテーションを使用する場合，ejb-jar.xml は不要です。

（a） J2EE アプリケーション
J2EE アプリケーションは，複数の，EJB-JAR，Web アプリケーション，ライブラリ
JAR と，一つの DD（application.xml）で構成されます。
J2EE サーバで実行できる J2EE アプリケーションは，アーカイブ形式の J2EE アプリ
ケーション，および展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションです。
● アーカイブ形式の J2EE アプリケーション
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EE サーバの作業ディレクト
リに持つ J2EE アプリケーションです。アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを
J2EE サーバ内にインポートしてクライアントから実行可能な状態にするためには，
EAR 形式または ZIP 形式へのアセンブルと，デプロイが必要です。
● 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を，J2EE サーバの外部にある一
定のルールに従ったファイル／ディレクトリに持つ J2EE アプリケーションです。展
開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを J2EE サーバ内にインポートしてク
ライアントから実行可能な状態にするためには，デプロイが必要です。

参考
• アセンブルとは，単体では動作しない EJB-JAR をアプリケーションの 1 構成要素として
位置づけるための組み立て作業のことです。アセンブルでは，EJB-JAR を 1 構成要素と
して取り込んだ J2EE アプリケーションを構築します。なお，J2EE アプリケーションの
構成要素として，EJB-JAR のほかに WAR ファイル，ライブラリ JAR を含むことがあり
ます。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの場合には，EAR 形式または ZIP 形式
へのアセンブルは不要です。
• デプロイとは，J2EE アプリケーションをクライアントから実行可能な状態にすることで
す。
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（b） EJB-JAR
EJB-JAR は，EJB-JAR ファイル形式でパッケージ化されています。複数の Enterprise
Bean と一つの DD（ejb-jar.xml）で構成されます。なお，Enterprise Bean でアノテー
ションを使用している場合は，DD（ejb-jar.xml）は不要です。
（c） Web アプリケーション
Web アプリケーションは，WAR ファイル形式でパッケージ化されています。複数の
サーブレット，JSP，HTML と一つの DD（web.xml）で構成されます。
（d） ライブラリ JAR
ライブラリ JAR は，JAR ファイル形式でパッケージ化されたものです。複数の共通ライ
ブラリから構成されています。共通ライブラリは J2EE アプリケーション中の J2EE コ
ンポーネントが共通で使用できるライブラリです。J2EE アプリケーションの DD
（application.xml）の <module> タグ以下に定義されているファイル以外で，拡張子が小
文字（.jar）の JAR ファイルがライブラリ JAR とみなされます。

（3） J2EE アプリケーションおよび J2EE コンポーネントの開発
J2EE アプリケーションで Application Server が提供する実行基盤としての機能を使用
するためには，機能に応じたアプリケーションの実装が必要です。なお，Cosminexus
では，J2EE アプリケーションおよび J2EE コンポーネントを開発するための製品とし
て，Developer を提供しています。
J2EE アプリケーションおよび J2EE コンポーネントの開発方法については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」を参照してください。

1.2.4

J2EE コンテナ

J2EE コンテナとは，J2EE アプリケーションを実行するためのサーバ基盤です。J2EE
コンテナは，EJB コンテナと Web コンテナで構成されています。
J2EE コンポーネントは Web コンテナおよび EJB コンテナで提供する API を利用して，
J2EE コンテナ上で動作します。Cosminexus で提供している Web コンテナおよび EJB
コンテナは，J2EE 1.4 に対応しています。これによって，J2EE に準拠する，本格的な
基幹業務アプリケーションを迅速かつ容易に構築できます。各 API のバージョンについ
ては，「1.2.8

サーバの動作モード」を参照してください。

（1） Web コンテナ
Web コンテナは，サーブレットと JSP を実行するためのサーバ基盤です。Web クライ
アントからアクセスを受け取り，要求に応じたサービスを提供します。
Web コンテナでは，サーブレット，JSP の API を提供しています。
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（2） EJB コンテナ
EJB コンテナは，Enterprise Bean の実行を制御し，Enterprise Bean に各種のサービ
スを提供するサーバ基盤です。EJB コンテナでは，EJB の API を提供しています。

1.2.5

J2EE サービス

J2EE サービスでは，次に示す機能および API を提供しています。
1. トランザクション管理，セキュリティ管理，およびネーミング管理の機能
2. JDNI，JDBC，JTA，RMI-IIOP，JavaMail，JMS などの API
J2EE サービスは，J2EE コンテナの部品機能として利用され，J2EE コンポーネントで
ある，サーブレット・JSP，および Enterprise Bean に，機能および API を提供します。
J2EE サービスの API は，J2EE コンポーネントによって，直接，または J2EE コンテ
ナ経由で利用されます。
J2EE サービスの位置づけを次の図に示します。
図 1-5 J2EE サービスの位置づけ

J2EE サービスでは，Application Server の構成ソフトウェアの機能のほか，
Application Server 以外の製品の機能も使用します。J2EE サービスを実現する，ソフト
ウェア製品または Application Server の構成ソフトウェアを次の表に示します。
表 1-2 J2EE サービスを実現する，製品または構成ソフトウェア
分類
サービス

製品または構成ソフトウェア

ネーミング管理

Cosminexus Component Container ※

トランザクション管理

Cosminexus TPBroker ※
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分類
セキュリティ
API

製品または構成ソフトウェア
Cosminexus Component Container ※

JNDI
JTA
JavaMail

注※

1.2.6

RMI-IIOP

Cosminexus TPBroker ※

JDBC Standard Extension

HiRDB Type4 JDBC Driver

JDBC

Cosminexus DABroker Library ※
Oracle JDBC Thin Driver
SQL Server Driver for JDBC

JMS

Cosminexus RM ※
TP1/Message Queue - Access

Application Server の構成ソフトウェアです。

J2EE リソース

J2EE サーバはリソースとして，データベース，OpenTP1，SMTP サーバ，および
JavaBeans リソースを利用できます。J2EE リソースは，これらのリソースと接続する
ために使用します。
Cosminexus で扱う J2EE リソースには，外部リソースとの接続に利用するリソースア
ダプタ，およびメールコンフィグレーションがあります。また，このほかに，内部リ
ソースとして利用できる JavaBeans リソースがあります※ 1。
● リソースアダプタ
接続するリソースの種類に応じて，次のリソースアダプタがあります。
• DB Connector
データベースとの接続に利用します。
• DB Connector for Cosminexus RM および Cosminexus RM
データベース上のキューとの接続に利用します。
• uCosminexus TP1 Connector
OpenTP1 の SPP との接続に利用します。
• TP1/Message Queue - Access
TP1/Message Queue との接続に利用します。
• そのほかの Connector 1.0 または Connector 1.5 ※ 2 に準拠したリソースアダプタ
任意のリソースとの接続に使用します。
● メールコンフィグレーション
SMTP サーバとの接続に利用します。
● JavaBeans リソース
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内部のリソースとして利用できるリソースです。
J2EE リソースの詳細については，
「9. リソース接続とトランザクション管理」を参照
してください。
注※ 1 このほかに，互換用のモードであるベーシックモードで使用するデータソースが
あります。データソースについては，
「付録 B ベーシックモードでのリソース接続」を
参照してください。
注※ 2 Outbound の通信モデルに対応したリソースアダプタを使用できます。詳細は，
「9.2.2(2)

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ」を参照してください。

1.2.7 コンテナ拡張ライブラリ
Enterprise Bean，サーブレット，JSP が利用する共通のライブラリをコンテナ拡張ライ
ブラリといいます。このライブラリを利用することによって，Enterprise Bean，サーブ
レット，JSP からユーザ作成の共通のライブラリを呼び出せるようになります。
コンテナ拡張ライブラリについては，
「10.

コンテナ拡張ライブラリ」を参照してくだ

さい。

1.2.8 サーバの動作モード
サーバの動作モードには，J2EE サーバモードとサーブレットエンジンモードがありま
す。さらに，J2EE サーバモードには，1.4 モード，およびベーシックモードの 2 種類が
あります。このうち，ベーシックモードとサーブレットエンジンモードは，互換用の動
作モードとなります。
このマニュアルのサーバの動作モードに関する記述は，すべて 1.4 モードの説明となり
ます。なお，ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードについては，
「付録 A
旧バージョンとの互換用機能」を参照してください。
1.4 モードで動作する Web コンテナは，J2EE のほかの要素と連携し，J2EE サーバの一
部として動作します。この場合，Web コンテナ上で動作する Web アプリケーションから
は，J2EE が定める幾つかの J2EE 関連の API を利用できます。
1.4 モードで使用できる J2EE の機能を次に示します。
● Servlet 2.3/Servlet 2.4
● JSP 1.2/JSP 2.0 ※ 1
● EJB 2.0
• Message-driven Bean
• ローカルインタフェース
• CMP 1.1
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• CMP 2.0
● EJB 2.1 ※ 2
● ビジネスインタフェース / アノテーション /DI
● JDBC 2.0 コア /JDBC 2.0 オプションパッケージ
● JDBC 3.0 ※ 3
● JMS 1.0.2 ※ 4
● JMS 1.1 ※ 5
● Connector 1.0（JCA 1.0）
● Connector 1.5（JCA 1.5）
● JTA 1.0.1
• local ※ 6
• global ※ 7
● JavaMail 1.2 ※ 8
● JavaMail 1.3 ※ 8
注※ 1
JSP 1.1 は使用できません。
注※ 2
CMP 機能のうち EJB2.1 での拡張部分，<service-ref> タグを使用した Web サービ
ス連携機能は使用できません。
注※ 3
接続に使用する JDBC ドライバが，JDBC 3.0 仕様で規定された機能をサポートし
ている必要があります。
注※ 4
Cosminexus RM または TP1/Message Queue - Access を使用する場合は，JMS1.0.2
であることが前提です。また，Topic を含む一部の機能に制限があります。
注※ 5
JMS1.1 を使用する場合，次の条件があります。
• JMS プロバイダが JMS1.1 に対応していること
• Message-driven Bean が EJB2.1 に対応していること（Message-driven Bean を
使用する場合）
• 使用するリソースアダプタが Connector 1.5 に対応していること
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注※ 6
リソースアダプタの DD（ra.xml）の transaction-support で LocalTransaction を
指定し，ビジネスロジック中にリモートで JavaVM の呼び出しをしない場合に，
ローカルトランザクションが利用できます。
注※ 7
ライトトランザクションが有効になっているときは，グローバルトランザクション
を使用できません。なお，ライトトランザクションについては，「9.10.4 ライトト
ランザクション」を参照してください。
注※ 8
JavaMail で使用できるサービスプロバイダは SMTP だけです。メールの送信機能
だけを使用できます（メールの受信機能は使用できません）。
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1.3 バッチアプリケーションを実行するアプリ
ケーションサーバのプロセス
ここでは，バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバのプロセス構成
と，バッチサーバの構成について説明します。

1.3.1

バッチアプリケーションを実行する場合のプロセス構
成

バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバは，次の図に示すプロセス
で構成されます。
図 1-6 バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバを構成するプロセス
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参考
システムを構築する場合は，これらのプロセスをシステムの要件に合わせて，システム内の
各マシンに一つまたは複数配置します。プロセスの配置など，システム構成の検討について
は，マニュアル「Cosminexus

システム設計ガイド」を参照してください。

それぞれのプロセスについて説明します。なお，図中の番号は，(1) 〜 (4) に対応します。

（1） バッチサーバ
バッチサーバは，バッチアプリケーションの実行基盤となるプロセスです。バッチサー
バは，バッチアプリケーション，バッチサービス，J2EE サービス，J2EE リソースな
ど，複数のプログラムモジュールで構成されます。バッチサーバを構成するプログラム
モジュールについては，
「1.3.2 バッチサーバの構成」で説明します。

（2） PRF デーモン（パフォーマンストレーサ）
アプリケーションサーバは，トレース情報をバッファに出力します。PRF デーモン（パ
フォーマンストレーサ）は，バッファに出力されたトレース情報をファイルに出力する
ための I ／ O プロセスです。PRF デーモンが出力するトレース情報ファイルは，システ
ムのボトルネックを検証したり，トラブルシュートの効率向上を図ったりするために役
立ちます。
PRF デーモンの機能の詳細については，「17.10

システムの処理性能の解析」を参照し

てください。

（3） 運用管理エージェント
運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイル
を更新したりするエージェント機能を持つプロセスです。なお，論理サーバとは，
Management Server の運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。

（4） Management Server
運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出して，運用
管理ドメイン全体の運用管理を実行するためのプロセスです。

参考
バッチサーバの場合，(1) 〜 (4) で示したプロセス以外に，システムの目的に応じてユーザ
サーバというプロセスを使用できます。ユーザサーバとは，ユーザが定義する任意のサービ
スやプロセスです。ユーザサーバは論理サーバ（論理ユーザサーバ）として定義できます。
論理ユーザサーバとして定義することで，特定のサービスやプロセスが Management
Server の管理対象となります。これによって，ほかの論理サーバと同様に，Management
Server で一括管理できるようになります。
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1.3.2

バッチサーバの構成

バッチサーバとは，次に示す五つのプログラムモジュールを実行する Java アプリケー
ションです。
• バッチアプリケーション
• バッチサービス
• J2EE サービス
JNDI，JTA，RMI-IIOP，JDBC，ネーミング管理，トランザクション管理など
• J2EE リソース
• コンテナ拡張ライブラリ
バッチアプリケーションとは，バッチ処理を実装した Java アプリケーションです。バッ
チアプリケーションは，業務の内容に応じてユーザが開発します。なお，バッチアプリ
ケーション以外のプログラムモジュールは，Application Server で提供されているモ
ジュールです。
バッチサーバの構造を次の図に示します。
図 1-7 バッチサーバの構造

バッチサーバでは次に示す J2EE の機能を使用できます。
● JDBC 2.0 コア /JDBC 2.0 オプションパッケージ
● Connector 1.0（DB Connector）※ 1
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● JTA 1.0.1（ただし，local だけ）※ 2
注※ 1
トランザクションなし，またはローカルトランザクションの DB Connector を使用
できます。
注※ 2
リソースアダプタの DD（ra.xml）の transaction-support で LocalTransaction を
指定し，ビジネスロジック中にリモートで JavaVM の呼び出しをしない場合に，
ローカルトランザクションが利用できます。
また，バッチサーバから次の EJB を呼び出せます。ただし，EJB の呼び出し方法はリ
モート呼び出しとなります。ローカル呼び出しはできません。
● EJB 2.0
● EJB 2.1
● ビジネスインタフェース / アノテーション /DI
以降の項で，バッチサーバの各モジュールの概要を説明します。

1.3.3 バッチアプリケーション
バッチアプリケーションとは，バッチ処理を実装した Java アプリケーションです。バッ
チアプリケーションは，一つのバッチサーバにつき一つ実行できます。複数のバッチア
プリケーションを並行して実行したい場合は，バッチアプリケーションごとにバッチ
サーバを用意してください。
バッチアプリケーションを開始するには，Cosminexus で提供しているバッチ実行コマ
ンドを使用します。また，JP1/AJS2 と連携するとバッチ実行コマンドを JP1 のジョブ
として定義できるので，バッチアプリケーションの自動実行ができます。
バッチアプリケーションの詳細については，
「15.

バッチアプリケーション」を参照し

てください。

1.3.4 バッチサービス
バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバでは，バッチサービスを提
供しています。バッチサービスとは，バッチアプリケーションを実行するための機能で
す。バッチサービスでは，次の図に示す機能を提供しています。
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図 1-8 バッチサービスで提供している機能

• バッチアプリケーション実行機能
バッチアプリケーションを開始したり，強制停止したりするための機能を提供してい
ます。
• EJB アクセス機能
バッチアプリケーションから J2EE サーバの EJB にアクセスするための機能を提供し
ています。EJB アクセス機能は J2EE サービスを使用します。
• リソース接続機能
バッチアプリケーションからデータベースに接続するための機能を提供しています。
リソース接続機能は，J2EE サービスおよび J2EE リソースを使用します。
• ガーベージコレクション制御機能
バッチアプリケーションでリソース排他をしているときに，ガーベージコレクション
の実行を制御するための機能を提供しています。
• ネーミング管理機能
EJB またはリソースを参照するときに，名前解決をするための機能を提供していま
す。ネーミング管理機能は J2EE サービスを使用します。
バッチサービスで提供するそれぞれの機能については，「3.2

バッチアプリケーション

実行基盤の機能の概要」を参照してください。

1.3.5

J2EE サービス

J2EE サービスでは，次に示す機能および API を提供しています。
1. トランザクション管理，およびネーミング管理の機能
2. JDNI，JDBC，JTA，RMI-IIOP などの API
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J2EE サービスは，バッチアプリケーションからデータベースに接続したり，EJB を呼
び出したりするときに利用されます。
J2EE サービスでは，Application Server の構成ソフトウェアの機能のほか，
Application Server 以外の製品の機能も使用します。J2EE サービスを実現する，ソフト
ウェア製品または Application Server の構成ソフトウェアを次の表に示します。
表 1-3 J2EE サービスを実現する，製品または構成ソフトウェア
分類
サービス

API

製品または構成ソフトウェア

ネーミング管理

Cosminexus Component Container ※

トランザクション管理

Cosminexus TPBroker ※

JNDI

Cosminexus Component Container ※

JTA

注※

1.3.6

RMI-IIOP

Cosminexus TPBroker ※

JDBC Standard Extension

HiRDB Type4 JDBC Driver

JDBC

Cosminexus DABroker Library ※
Oracle JDBC Thin Driver
SQL Server Driver for JDBC

Application Server の構成ソフトウェアです。

J2EE リソース

J2EE リソースはリソースと接続するために使用します。バッチサーバではリソースとし
てデータベースを利用できます。データベースに接続するには，Cosminexus で扱う
J2EE リソースのうちリソースアダプタを使用します。
J2EE リソースの詳細については，
「14.5

リソース接続とトランザクション管理が提供

する機能」を参照してください。

1.3.7 コンテナ拡張ライブラリ
アプリケーションが利用する共通のライブラリをコンテナ拡張ライブラリといいます。
このライブラリを利用することによって，バッチアプリケーションからユーザ作成の共
通のライブラリを呼び出せるようになります。
コンテナ拡張ライブラリについては，
「10.

コンテナ拡張ライブラリ」を参照してくだ

さい。
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アプリケーションサーバの
機能（J2EE アプリケーショ
ンを実行する場合）
この章では，J2EE アプリケーションを実行するアプリケー
ションサーバの機能について説明します。また，実行環境で使
用するオプション製品の機能や旧バージョンとの互換用の機能
についても説明します。
なお，Developer の機能については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」を参照してくだ
さい。また，uCosminexus Service Platform および
uCosminexus Service Architect の機能については，マニュア
ル「Cosminexus サービスプラットフォーム 概説」を参照し
てください。

2.1 Application Server で提供する機能の目的
2.2 J2EE アプリケーション実行基盤の機能の概要
2.3 システム構築時に使用する機能の概要
2.4 システム運用時に使用する機能の概要
2.5 ほかのプログラムと連携する機能の概要
2.6 オプション製品の機能
2.7 旧バージョンとの互換用の機能
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2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

2.1 Application Server で提供する機能の目的
J2EE アプリケーションを実行するアプリケーションサーバの場合，Application Server
で提供する次の四つの機能を使用できます。
• J2EE アプリケーションの実行基盤としての機能
• アプリケーションサーバを中心としたシステムの構築を支援する機能
• アプリケーションサーバを中心としたシステムの運用を支援する機能
• ほかのプログラムと連携する機能
これらの機能は，システムで求められる次のような目的に対応しています。
• アベイラビリティとフォールトトレランスの向上
• システム性能の向上
• 効率的で確実な運用・保守の実現
• システム規模の変更への柔軟な対応
なお，これらの目的に直接対応しない機能もあります。例えば，画面表示，文字コード
変換，システムの構築支援などの機能が該当します。
システムの目的と，対応するアプリケーションサーバの機能の概要について，次の表に
示します。
表 2-1 システムの目的と対応するアプリケーションサーバの機能の概要
システムの目的※

対応するアプリケーションサーバの機能の概要

アベイラビリティとフォールトト
レランスの向上［信頼性］

システムとしての信頼性を高めるための機能を提供しています。ア
ベイラビリティ（安定稼働性）およびフォールトトレランス（耐障
害性）を高める機能や，ユーザ認証などのセキュリティを高めるた
めの機能が含まれます。

システム性能の向上［性能］

システムの性能を向上させるための機能を提供しています。この機
能によって，システムのパフォーマンス・チューニングができま
す。

効率的で確実な運用・保守の実現
［運用・保守］

システムを効率良く確実に運用・保守する機能を提供しています。

システム規模の変更への柔軟な対
応［拡張性］

システム規模の拡大・縮小および構成の変更に柔軟に対応するため
の機能を提供しています。

そのほかの目的［そのほか］

Web ブラウザ上での表示に関する機能，文字コード変換機能，シ
ステムの構築を支援する機能など，そのほかの目的で使用される機
能を提供しています。

注※ ［

］内は，以降の節の表に示す「目的」列の表記と対応しています。

また，J2EE アプリケーション実行基盤では，J2EE 標準に準拠した機能と，
Application Server 独自の機能を使用できます。Application Server 独自の機能とは，
J2EE の機能に加えて Application Server が拡張している機能や，J2EE 機能と直接は関
係ない Application Server 独自で提供する機能のことです。
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2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

以降の節では，Application Server の機能を分類して，それぞれがどの特性に対応する
かを示します。また，それぞれの機能の概要についても説明します。

ポイント
2.2 以降で記載している表は，次の形式で記載しています。
• 「機能名」は，機能の名称を示します。
• 「目的」列は，表 2-1 で記載したシステムの目的に対応しています。
• 「J2EE 標準への準拠」列は，その機能が J2EE で規定された機能であるかどうかを示し
ます。
• 「参照先」は，その機能について詳細に説明している個所を示します。
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2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

2.2 J2EE アプリケーション実行基盤の機能の
概要
ここでは，Application Server が提供する機能のうち，J2EE アプリケーション実行基盤
としての機能の特性について説明します。J2EE アプリケーション実行基盤の機能とし
て，次に示す機能があります。
● Web コンテナが提供する機能
● EJB コンテナが提供する機能
● EJB クライアントの実行機能
● J2EE アプリケーションの実行機能
● ネーミング管理が提供する機能
● リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
● コンテナ拡張ライブラリが提供する機能
● CTM が提供する機能
● Cosminexus システムのユーザを統合管理する機能（統合ユーザ管理）

2.2.1

Web コンテナが提供する機能の概要

Web コンテナが提供する機能の概要について説明します。なお，使用する Web サーバの
種類によって，使用できる機能が一部異なります。
機能の詳細，および Web サーバの種類による機能差異については，「4.

Web コンテナ」

を参照してください。
● Web アプリケーションの実行
サーブレットと JSP で構成された Web アプリケーションを実行できます。
● インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け
Web サーバを経由しないで，HTTP リクエストを J2EE サーバのプロセスが直接受信
することによって，Web サーバ連携時よりも優れた処理性能で Web サーバの機能を
利用できます。
● セッション管理
リクエストと Web クライアントを関連づけて管理することによって，同じ Web クラ
イアントから複数の Web 画面の操作ができます。これによって，クラスタリング時の
クライアント識別や，ログイン済みクライアントの識別ができます。
また，HttpSession オブジェクト数の上限値を設定したり，セッション ID や Cookie
にサーバ ID を付けたりできます。
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2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

● 文字コード変換
文字コードを指定してデータをアップロードできます。
● デフォルトの文字エンコーディング設定
リクエスト，レスポンスなどで使用するデフォルトの文字エンコーディングを，J2EE
サーバ単位または Web アプリケーション単位で設定できます。
● JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持
Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルを，デプロイ前にコンパイルし，クラ
スファイルを生成できます。また，デプロイ時にコンパイルされた JSP のコンパイル
結果を保持しておき，サーバ再起動時のオーバーヘッドを少なくできます。
● アプリケーションのイベントリスナ
セッションオブジェクト，サーブレットコンテキストオブジェクトの状態変化に合わ
せて処理を実行できます。
● タグファイルの実行
JSP 2.0 で規定されている JSP の構文に従って作成されたタグファイルを実行できま
す。
● JSP EL の実行
JSP 2.0 で規定されている EL の構文に従って作成された EL 式を実行できます。
● リクエストおよびレスポンスのフィルタリング
サーブレットや JSP からの，リクエストおよびレスポンスをフィルタリングできま
す。
なお，Cosminexus では，次に示す機能を使用するためのサーブレットフィルタ
（built-in フィルタ）を提供しています。
• J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ（セッションフェイルオーバ機能）
• HTTP レスポンスの圧縮
● フィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮
サーブレット，JSP，および静的コンテンツへの HTTP リクエストに対する HTTP レ
スポンスを圧縮できます。この機能は，Web アプリケーションに組み込んで動作させ
るサーブレットフィルタとして提供されています。これを，HTTP レスポンス圧縮用
フィルタといいます。
この機能を使用することによって，Web コンテナと Web クライアント（ブラウザな
ど）との間の HTTP レスポンス通信に掛かる時間を削減できます。
● Web コンテナのセキュリティ管理
SSL，ロール，または SecurityManager に基づく Web コンテナのセキュリティ管理
ができます。
● EJB コンテナとの連携
EJB コンテナと連携して，Web アプリケーションから Enterprise Bean を呼び出せま
す。

33

2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

● データベースとの接続
データベースにアクセスできます。
● Web コンテナによるスレッドの作成
Web サーバ連携用のスレッド，インプロセス HTTP サーバ用のスレッドや，Web ア
プリケーション用のスレッドなどを，Web コンテナによって作成，制御できます。
● 同時実行スレッド数の制御
Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位，および URL グループ単位で同時実
行スレッド数を制御することで，処理性能の向上が図れます。
なお，Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数は，動的に変更できます。
● ユーザスレッドの使用
ユーザスレッドとは，ユーザがプログラムの中で明示して生成するスレッドのことで
す。Cosminexus では，サーブレットおよび JSP からスレッドを作成して使用できま
す。
● 通信タイムアウトの設定
クライアント− Web サーバ間，Web サーバ− Web コンテナ間で，リクエスト送受信
時およびレスポンス送受信時の通信タイムアウトを設定しておき，トラブル発生時の
応答待ちなどの場合に通信タイムアウトを検知できます。
● Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け
Web サーバに登録したリダイレクタによって，リクエストを URL パターン，ラウン
ドロビン方式または POST データサイズで複数の Web コンテナに振り分けて処理で
きます。
● エラーページのカスタマイズ
クライアントから存在しないリソースに対してアクセスした場合などに，クライアン
トからのリクエストに対してユーザがカスタマイズしたエラーページを表示できます。
エラーページの表示は，リダイレクタが実行します。
● ドメイン名指定でのトップページの表示
ドメイン名指定によって Web アプリケーションのトップページを表示するようにでき
ます。
● Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知
クライアントと Web サーバとの間に SSL アクセラレータや負荷分散機などのゲート
ウェイを配置している場合に，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知して，
welcome ファイルや Form 認証画面に自動的に正しくリダイレクトできます。
● Web サーバ連携・インプロセス HTTP サーバ・簡易 Web サーバでの IP アドレスの指
定
Web サーバ連携，インプロセス HTTP サーバおよび簡易 Web サーバで利用する IP
アドレスを明示的に指定できます。これによって，複数の物理ネットワークインタ
フェースを持つホストまたは一つの物理ネットワークインタフェースに対して，ホス
トで実行する場合に，特定の一つの IP アドレスだけを使用するよう設定できます。

34
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● 静的コンテンツのキャッシュ
一度アクセスした静的コンテンツをメモリ上にキャッシュして，2 回目以降のアクセ
スではキャッシュからブラウザにレスポンスを返すことで，静的コンテンツのレスポ
ンスタイムを短縮できます。
● 簡易 Web サーバ機能
Web コンテナを簡易 Web サーバとして利用できます。スタブをダウンロードするた
めにこの機能を使用します。
● セッションフェイルオーバ機能
J2EE サーバ上の HTTP セッションオブジェクトに登録されたオブジェクトを引き継
ぐ機能です。この機能は，Web アプリケーションに組み込んで動作させるサーブレッ
トフィルタとして提供されています。これを，セッションフェイルオーバ用フィルタ
といいます。
この機能を使用することによって，J2EE サーバに障害が発生して，リクエストがほ
かの J2EE サーバに転送された場合でも，障害発生前の状態で業務を続行できます。
Web コンテナが提供する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に示
します。
表 2-2 Web コンテナが提供する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Web アプリケーションの実行

−

−

−

−

−

○

○

4.2

インプロセス HTTP サーバに
よるリクエストの受け付け

−

○

−

−

−

−

○

4.3

セッション管理

○

−

−

○

−

○

○

4.4

文字コード変換

−

−

−

−

○

○

−

4.5

デフォルトの文字エンコー
ディング設定

−

−

○

−

−

○

○

4.6

JSP の事前コンパイルとコン
パイル結果の保持

−

○

−

−

−

−

○

4.7

アプリケーションのイベント
リスナ

−

−

−

−

○

○

−

4.8

タグファイルの実行

−

−

−

−

−

○

−

4.9

JSP EL の実行

−

−

−

−

−

○

−

4.10

リクエストおよびレスポンス
のフィルタリング

−

−

○

−

−

○

○

4.11

フィルタリングによる HTTP
レスポンスの圧縮

−

○

−

−

−

−

○

4.12
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機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Web コンテナのセキュリティ
管理

○

−

−

−

−

○

○

4.13

EJB コンテナとの連携

−

−

−

−

−

○

○

4.14

データベースとの接続

−

−

−

○

−

○

○

4.15

Web コンテナによるスレッド
の作成

−

○

−

−

−

−

○

4.16

同時実行スレッド数の制御

−

○

−

−

−

−

○

4.17，
4.18，
4.19，
4.20

ユーザスレッドの使用

−

−

−

−

○

−

○

4.21

通信タイムアウトの設定

○

○

−

−

−

−

○

4.22

Web サーバ（リダイレクタ）
によるリクエストの振り分け

○

○

−

○

−

−

○

4.23

エラーページのカスタマイズ

−

−

−

−

○

−

○

4.24

ドメイン名指定でのトップ
ページの表示

−

−

−

−

○

○

−

4.25

Web コンテナへのゲートウェ
イ情報の通知

−

−

−

−

○

−

○

4.26

Web サーバ連携・インプロセ
ス HTTP サーバ・簡易 Web
サーバでの IP アドレスの指定

−

−

−

−

○

−

○

4.27

静的コンテンツのキャッシュ

−

○

−

−

−

−

○

4.28

簡易 Web サーバ機能

−

−

−

−

○

−

○

4.29

セッションフェイルオーバ機
能

○

−

○

−

−

−

○

4.11.1，
12 章

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。

2.2.2

EJB コンテナが提供する機能の概要

EJB コンテナが提供する機能の概要について説明します。
機能の詳細については，「5.
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2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

● Enterprise Bean の実行
EJB の仕様に準拠した Enterprise Bean を実行できます。
● EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファレンス登録
java:comp/env の JNDI 名前空間を使用した間接的なルックアップができます。また，
Application Server の拡張機能によって EJB ホームオブジェクトリファレンスに別名
を付与することで，複数ホスト間で JNDI 名前空間の情報を共有できます。
● 外部リソースとの接続
データベース，OpenTP1 および SMTP サーバとの接続ができます。
● Enterprise Bean でのトランザクション設定
BMT（Bean-Managed Transaction）と CMT（Container-Managed Transaction）に
よるトランザクション管理ができます。
● EJB コンテナの動作の最適化
Enterprise Bean のプーリング，キャッシング，タイムアウト，およびリモートイン
タフェースでのローカル呼び出し最適化などによって，性能向上が図れます。
● Enterprise Bean へのアクセス制御
セキュリティアイデンティティ（J2EE サーバによるユーザ認証が成功した時に Web
コンテナや EJB コンテナに伝達される認証情報）を使用したセキュリティ管理ができ
ます。
● Timer Service の機能
指定した時刻，経過時間，または間隔で Enterprise Bean を呼び出せます。時刻を指
定した処理を容易に実行できます。
● セキュリティ管理
セキュリティアイデンティティを利用したり，通信ポートと IP アドレスを固定したり
して，セキュリティを確保できます。
EJB コンテナが提供する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に示
します。
表 2-3 EJB コンテナが提供する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Eneterprise Bean の実行

−

−

−

−

−

○

○

5.2

EJB コンテナの JNDI 名前空間

−

−

−

○

−

○

○

5.3

−

−

−

○

−

○

−

5.4

へのリファレンス登録
外部リソースとの接続

※

37

2. アプリケーションサーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）

機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Enterprise Bean でのトランザ
クション設定

−

−

−

−

−

○

−

5.5

EJB コンテ
ナの動作の
最適化

Entity Bean の
キャッシュモデ
ル（コミットオ
プション指定）

−

○

−

−

−

○

−

5.6

Stateless
Session Bean，
Entity Bean の
プーリング

−

○

−

−

−

○

○

5.7

タイムアウト

−

○

−

−

−

○

○

5.9

EJB のリモート
インタフェース
の呼び出し

−

○

−

−

−

○

○

5.11

Enterprise Bean へのアクセス
制御

○

−

−

−

−

○

−

5.8

Timer Service の機能

−

−

−

−

−

○

○

5.10

セキュリティ管理

○

−

−

−

−

−

○

5.12

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
注※
J2EE サービスのネーミング管理を利用して実現します。

2.2.3

EJB クライアントの実行機能の概要

EJB クライアントの実行機能の概要について説明します。
機能の詳細については，「6.

EJB クライアント」を参照してください。

● Enterprise Bean の呼び出し
EJB クライアントアプリケーションから Enterprise Bean を呼び出せます。
● JNDI による EJB ホームオブジェクト・ビジネスインタフェースのリファレンスの
ルックアップ
自動的にバインドされる名称またはユーザ指定名前空間を利用して，EJB ホームオブ
ジェクトおよびビジネスインタフェースのリファレンスをネーミングサービスから
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ルックアップできます。
● トランザクションの実装
EJB クライアントでトランザクションを使用できます。
● セキュリティの実装
Cosminexus が提供する API を使用して EJB クライアントアプリケーションでのセ
キュリティを実装できます。
● RMI-IIOP 通信のタイムアウト
EJB クライアント− CORBA ネーミングサービス間，EJB クライアント−
Enterprise Bean 間の通信に対して，タイムアウトを設定できます。
● RMI-IIOP スタブ，インタフェースの取得
EJB クライアントアプリケーションから，Cosminexus TPBroker の RMI-IIOP の機
能を利用してアプリケーションを呼び出せます。
EJB クライアントの実行機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に示
します。
表 2-4 EJB クライアントの実行機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Enterprise Bean の呼び出し

−

−

−

○

−

○

○

6.2

JNDI による EJB ホームオブ
ジェクト・ビジネスインタ
フェースのリファレンスの
ルックアップ

−

−

−

○

−

○

○

6.3

トランザクションの実装

−

−

−

○

−

○

○

6.4

セキュリティの実装

−

−

−

○

−

○

○

6.5

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

−

−

−

○

−

○

○

5.9.4

RMI-IIOP スタブ，インタ
フェースの取得

−

−

−

○

−

○

○

6.6

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
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2.2.4

J2EE アプリケーションの実行機能の概要

J2EE アプリケーションの実行機能の概要について説明します。
機能の詳細については，「7.

J2EE アプリケーションの実行」を参照してください。

● アーカイブ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ
EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素を EAR ファイルにまとめて，
J2EE アプリケーションを J2EE サーバで実行できます。
● 展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ
EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素を任意のディレクトリに配備して，
J2EE アプリケーションを J2EE サーバで実行できます。
● J2EE アプリケーションのリデプロイ
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを入れ替えるときに，J2EE アプリケー
ションのすべての属性の情報を引き継ぐことができます。これによって，少ない手順
で J2EE アプリケーションを入れ替えられるようになります。この機能は，システム
の運用時に J2EE アプリケーションの入れ替えを支援する機能として利用します。
● J2EE アプリケーションの更新検知とリロード
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成するファイルを更新した場合
に，更新検知やコマンド実行によって，更新した J2EE アプリケーションをリロード
できます。これによって，少ない手順で J2EE アプリケーションを動的に入れ替えら
れるようになります。この機能は，J2EE アプリケーション開発時のテストを支援す
る機能，またはシステムの運用時に J2EE アプリケーションの入れ替えを支援する機
能として利用します。
J2EE アプリケーションの実行機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の
表に示します。
表 2-5 J2EE アプリケーションの実行機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

アーカイブ形式による J2EE
アプリケーションのデプロイ

−

−

−

−

−

○

○

7.2

展開ディレクトリ形式による
J2EE アプリケーションのデプ
ロイ

−

−

−

−

−

−

○

7.3

J2EE アプリケーションのリデ
プロイ

−

−

○

−

−

−

○

7.4

J2EE アプリケーションの更新
検知とリロード

−

−

○

−

−

−

○

7.5
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（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。

2.2.5 ネーミング管理が提供する機能の概要
J2EE サービスのうち，ネーミング管理が提供する機能の概要について説明します。
なお，機能の詳細については，
「8. ネーミング管理」を参照してください。
● JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ
オブジェクトを JDNI 名前空間の名前とバインドして管理します。クライアントから
は，バインドされた名前を使用して検索（ルックアップ）できます。
● Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）
Enterprise Bean または J2EE リソースに別名を付与できます。クライアントからは，
別名として設定した任意の名称でルックアップできます。
● ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索
複数の CORBA ネーミングサービスに登録されている同一名称（別名）の EJB ホー
ムオブジェクトリファレンスを，ラウンドロビンポリシーに従ってルックアップでき
ます。
● ネーミング管理機能でのキャッシング
ルックアップした EJB ホームオブジェクトリファレンスをキャッシングしておき，2
回目以降に同じオブジェクトをルックアップする場合の処理を短くできます。
● CORBA ネーミングサービスの切り替え
ルックアップの対象にする JNDI 名前空間を，InitialContext クラスのインスタンス
のプリフィックス判定によって切り替えられます。
J2EE サービスのうち，ネーミング管理が提供する機能の目的，および J2EE 標準との
対応について，次の表に示します。
表 2-6 J2EE サービス（ネーミング管理）が提供する機能の目的および J2EE 標準との
対応
機能名

JNDI 名前空間へのオブジェク
トのバインドとルックアップ

J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

−

−

○

−

○

○

参照先

8.2
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機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Enterprise Bean または J2EE
リソースへの別名付与（ユー
ザ指定名前空間機能）

−

−

−

○

−

−

○

8.3

ラウンドロビンポリシーによ
る CORBA ネーミングサービ
スの検索

−

−

−

○

−

−

○

8.4

ネーミング管理機能での
キャッシング

−

○

−

−

−

−

○

8.5

CORBA ネーミングサービス
の切り替え

−

−

−

○

−

−

○

8.6

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。

2.2.6

リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
の概要

J2EE サービスのうち，リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の概要につ
いて説明します。なお，機能の詳細については，「9.

リソース接続とトランザクション

管理」を参照してください。
● コネクションプーリング
コネクションをメモリ上にプールしておくことで，アプリケーションからの接続要求
に対して高速に処理できます。また，次のような機能も使用できます。
• 例外発生時に該当コネクションをコネクションプールから破棄する機能
• サーバ起動時またはリソースアダプタ起動時に，指定した数のコネクションを作成
して，それをプールしておくことで，コネクションプール開始直後の接続要求を高
速に処理する機能（コネクションプールのウォーミングアップ）
• 一定間隔で，プール内の不要なコネクションを段階的に減少させる機能（コネク
ション数調節）
● コネクションシェアリング・アソシエーション
コネクションを共有することで，コネクション取得処理に掛かる処理時間を短縮でき
ます。
コネクションシェアリングでは，接続元のサーブレットや Enterprise Bean などのコ
ネクションである論理コネクションと接続先リソースのコネクションである物理コネ
クションを多対 1 で接続します。
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コネクションアソシエーションは，コネクションシェアリングができない場合に使用
します。接続元のサーブレットや Enterprise Bean などのコネクションである論理コ
ネクションと接続先リソースのコネクションである物理コネクションを多対 1 で接続
しますが，使用しない物理コネクションを作成する必要があります。
● ステートメントプーリング
PreparedStatement および CallableStatement を使用する処理の場合に，これらのス
テートメントをプーリングしておくことで，同じステートメント作成に掛かる処理時
間を短縮できます。
● ライトトランザクション
ローカルトランザクションを使用するための環境を最適化できます。
● インプロセストランザクションサービス
トランザクションサービスを，J2EE サーバのプロセス内で動作させることができま
す。インプロセスで動作させると，OTS は自動で起動されます。
● DataSource オブジェクトのキャッシング
JNDI インタフェースを使用して，DataSource 型のオブジェクトの検索要求をする場
合，DataSource オブジェクトをキャッシングできます。
● DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化
コンテナ管理でサインオンをする場合，サインオンの動作を最適化できます。
● 受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する場合）
実行した SQL に対して返却される実行結果を格納する領域（受信バッファ）をプール
リングしておくことで，SQL 実行時のオーバーヘッドを削減できます。
● コネクションの障害検知
プーリングされているコネクションにトラブルが発生していないかを検知できます。
これによって，ユーザプログラムからのコネクション要求に対して，有効なコネク
ションだけを返却できます。
● コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
コネクションプールに指定した最大数までコネクションがプールされていて，利用で
きるコネクションがない場合は，コネクション取得要求を待ち状態にできます。
● コネクションの取得リトライ
使用できるコネクションがコネクションプールにない場合や接続先リソースの物理コ
ネクションの確立に失敗した場合に，自動的にコネクションの取得処理を再実行でき
ます。
● コネクションプールの情報表示
コマンドを使用して，コネクションプール内のコネクションの情報を表示できます。
● コネクションプールのクリア
データベースサーバにトラブルが発生してコネクションが切断された場合などに，不
要なコネクションプールをコマンドで削除できます。
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● コネクションの自動クローズ
コマンドを使用して，コネクションを自動的にクローズできます。
● コネクションスイーパ
一定間隔でコネクションプール内の未使用のコネクションを解放できます。
● トランザクションタイムアウトとステートメントキャンセル
トランザクション開始時間から一定時間経過した時点でトランザクションをロール
バックできます。また，実行中の SQL 処理が返ってこない状態でトランザクションタ
イムアウトが発生した場合は，ステートメントをキャンセルできます。
● トランザクションリカバリ
J2EE サーバまたはリソースマネジャにトラブルが発生した場合に，プリペア状態ま
たはヒューリスティック状態になった 2 フェーズトランザクションを決着できます。
● 障害調査用 SQL の出力
デッドロックやスローダウンなどの障害が発生した時に，発行した SQL をログに出力
でき，障害要因の解析に利用できます。
● オブジェクトの自動クローズ
ユーザプログラムでオープンした Statement オブジェクトなどをクローズできなかっ
た場合，DB Connector によってオブジェクトを自動的にクローズできます。
● コネクションプールのクラスタ化（コネクションプールの一時停止・再開・状態表示）
データベースをクラスタ構成にしている場合，障害発生時やメンテナンス時に，コネ
クションプールを停止したり，再開したりできます。また，それぞれのコネクション
プールの状態を表示できます。
● リソースアダプタのライフサイクル管理
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを利用する場合に使用できる機能で
す。J2EE サーバによってリソースアダプタのライフサイクルを管理できます。
● リソースアダプタのワーク管理
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを利用する場合に使用できる機能で
す。リソースアダプタが使用するスレッドを J2EE サーバによって管理できます。
● メッセージインフロー
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを利用する場合に使用できる機能で
す。メッセージプロバイダからのメッセージを受け付けて，アプリケーションサーバ
上のメッセージエンドポイント（Message-driven Bean）を動作させることができま
す。
● 管理対象オブジェクトのルックアップ
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで使用できる機能です。メッセージ送
信先の情報を管理している管理対象オブジェクトを，ルックアップによって取得でき
ます。
● コネクション定義の複数指定
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Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを利用する場合に，一つのリソースア
ダプタに対して複数のコネクション定義を指定できます。
● リソースへの接続テスト
環境構築時に，リソースアダプタが正しく設定できているかどうかを確認できます。
J2EE サービスのうち，リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の目的，お
よび J2EE 標準との対応について，次の表に示します。
表 2-7 J2EE サービス（リソース接続とトランザクション管理）が提供する機能の目的
および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

コネクションプーリング

−

○

−

−

−

○

○

コネクションプールのウォー
ミングアップ

−

○

−

−

−

−

○

コネクションプール数調節機
能

−

○

−

−

−

−

○

コネクションシェアリング・
アソシエーション

−

○

−

−

−

○

−

9.10.2

ステートメントプーリング

−

○

−

−

−

−

○

9.10.3

ライトトランザクション

−

○

−

−

−

−

○

9.10.4

インプロセストランザクショ
ンサービス

−

○

−

−

−

○

−

9.10.5

DataSource オブジェクトの
キャッシング

−

○

−

−

−

−

○

9.10.6

DB Connector のコンテナ管
理でのサインオンの最適化

−

○

−

−

−

−

○

9.10.7

受信バッファのプーリング
（Cosminexus DABroker
Library を使用する場合）

−

○

−

−

−

−

○

9.10.8

コネクションの障害検知

○

−

−

−

−

○※ 1

○※

9.11.1

9.10.1

1

コネクション枯渇時のコネク
ション取得待ち

○

−

−

−

−

−

○

9.11.2

コネクションの取得リトライ

○

−

−

−

−

−

○

9.11.3

コネクションプールの情報表
示

○

−

−

−

−

−

○

9.11.4

コネクションプールのクリア

○

−

−

−

−

−

○

9.11.5

コネクションの自動クローズ

○

−

−

−

−

○

−

9.11.6

コネクションスイーパ

○

−

−

−

−

−

○

9.11.7
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機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

トランザクションタイムアウ
トとステートメントキャンセ
ル

○

−

−

−

−

○

−

9.11.8

トランザクションリカバリ

○

−

−

−

−

○

−

9.11.9

障害調査用 SQL の出力

−

−

○

−

−

−

○

9.11.10

オブジェクトの自動クローズ

○

−

−

−

−

○

−

9.11.11

コネクションプールのクラス
タ化（コネクションプールの
一時停止・再開・状態表示）

○

−

−

−

−

−

○

9.12

リソースアダプタのライフサ
イクル管理※ 2

−

−

−

−

−

○

−

9.13.1

リソースアダプタのワーク管

−

−

−

−

−

○

−

9.13.2

メッセージインフロー※ 2

−

−

−

−

−

○

−

9.13.3

管理対象オブジェクトのルッ
クアップ※ 2

−

−

−

−

−

○

−

9.13.4

コネクション定義の複数指定

−

−

−

−

−

○

−

9.13.5

−

−

○

−

−

−

○

9.14

理※ 2

※2

リソースへの接続テスト
（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
注※ 1
Connector 1.0 の場合は「拡張」です。Connector 1.5 の場合は「J2EE 標準」です。
注※ 2
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合だけ使用できる機能です。

2.2.7

コンテナ拡張ライブラリが提供する機能の概要

コンテナ拡張ライブラリの概要について説明します。なお，機能の詳細については，
「10. コンテナ拡張ライブラリ」を参照してください。
● コンテナ拡張ライブラリの利用
コンテナ拡張ライブラリとは，Enterprise Bean，サーブレット，JSP が利用する共
通のライブラリです。このライブラリを利用することによって，Enterprise Bean，
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サーブレット，JSP からユーザ作成の共通のライブラリを呼び出せるようになりま
す。
コンテナ拡張ライブラリの機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。コンテナ拡張ライブラリの機能は Application Server 独自の機能です。
表 2-8 コンテナ拡張ライブラリの機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

コンテナ拡張ライブラリの利
用

（凡例） ○：対応する

J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

−

−

○

−

−

○

参照先

10.1

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

2.2.8

CTM が提供する機能の概要

CTM が提供する機能の概要について説明します。機能の詳細については，「11.

CTM

によるリクエストのスケジューリングと負荷分散」を参照してください。
● CTM によるリクエストの流量制御と優先制御
J2EE サーバで一度に実行される処理数の最大値を設定してリクエストの同時実行数
を制限することで，J2EE サーバの負荷を一定に抑え，安定した高いスループットを
実現できます。
また，リクエストに優先順位を付けることで，優先順位の高いリクエストから順に
キューから取り出して処理できます。
● CTM によるリクエストの閉塞制御
特定の J2EE アプリケーションに対するリクエストの受け付けを停止したり，リクエ
ストを滞留したりすることで，システム全体を停止させない状態での J2EE アプリ
ケーションの入れ替えや再起動ができます。
● CTM によるリクエストの負荷分散
クライアントからの create およびビジネスメソッドの呼び出しを，サーバ間，プロセ
ス間およびスレッド間で負荷分散できます。
● CTM によるリクエストのキューの滞留監視
CTM がそれぞれのリクエストを制御するためのキューを，スケジュールキューといい
ます。キューの滞留監視機能では，スケジュールキューに滞留するリクエストを，一
定間隔で監視できます。
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● CTM のゲートウェイ機能を利用した TPBroker ／ OTM クライアントとの接続
CTM のゲートウェイ機能を利用して，TPBroker クライアントおよび TPBroker
OTM クライアントからアプリケーションサーバ上で動作する J2EE アプリケーショ
ンを呼び出せます。
● CTM の稼働統計情報の収集
CTM を使用する場合に，CTM から出力された稼働統計情報を収集できます。この情
報を基に，CTM の処理性能を分析できます。
CTM が提供する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に示します。
表 2-9 CTM が提供する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

CTM によるリクエストの流
量制御と優先制御

○

○

−

−

−

−

○

11.4

CTM によるリクエストの閉
塞制御

○

−

○

−

−

−

○

11.5

CTM によるリクエストの負
荷分散

○

○

−

○

−

−

○

11.6

CTM によるリクエストの
キューの滞留監視

○

−

○

−

−

−

○

11.7

CTM のゲートウェイ機能を
利用した TPBroker ／ OTM
クライアントとの接続

−

−

−

○

−

−

○

11.8

CTM の稼働統計情報の収集

−

−

○

−

−

−

○

17.9

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

2.2.9

Cosminexus システムのユーザを統合管理する機能の
概要

統合ユーザ管理機能の概要について説明します。なお，機能の詳細については，「13.
統合ユーザ管理」を参照してください。
● 統合ユーザ管理フレームワーク
Java 標準仕様（JAAS）に従ったユーザ認証処理を実現するための，次のような機能
が使用できます。また，セッションフェイルオーバ機能を使用してログイン状態を別
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の J2EE サーバに引き継ぐことができます。
• Cosminexus 標準ログインモジュールを使用して，パスワード，クライアント証明
書，LDAP ディレクトリサーバの認証機能を使用したユーザ認証ができます。
• ユーザ情報リポジトリからユーザ情報を検索したり，ユーザ情報リポジトリのパス
ワード認証を拡張したり，ログインモジュールのカスタマイズをしたりできます。
• セッションを管理して，ログインしたユーザ ID をセッションに登録，削除できま
す。
• シングルサインオンによって，複数の異なるユーザ ID を持つシステム間でログイ
ンし直すことなく操作できるようになります。
• カスタムログインモジュールを使用して，独自の認証処理と Cosminexus 標準ログ
インモジュールの認証処理を組み合わせて使用できます。
• クライアントからの認証処理呼び出しに，JSP タグライブラリ，ユーザ認証ライブ
ラリおよびシングルサインオンライブラリを使用できます。
● リポジトリ管理
Web ブラウザに表示した運用管理ポータル画面から，ユーザ情報を格納したリポジト
リ（LDAP ディレクトリサーバ）を管理できます。
● リポジトリの接続フェイルオーバ
リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバ）を多重化して，ユーザ情報リポジトリおよ
びシングルサインオン情報リポジトリの可用性を向上できます。
Cosminexus システムのユーザを統合管理する機能の目的，および J2EE 標準との対応
について，次の表に示します。
表 2-10

Cosminexus システムのユーザを統合管理する機能の目的および J2EE 標準と
の対応

機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

統合ユーザ管理フレーム
ワーク

○

−

○

−

−

○

○

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

リポジトリ管理

−

−

○

−

−

−

○

13.12.1

リポジトリの接続フェイル
オーバ

○

−

−

−

−

−

○

13.12.2

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
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る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
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2.3 システム構築時に使用する機能の概要
ここでは，アプリケーションサーバの構築を支援する機能について説明します。
● システムの構築支援機能
Cosminexus では，システムの構築支援機能として，Smart Composer 機能および
セットアップウィザードを提供しています。
Smart Composer 機能を使用して構築したシステムでは，アプリケーションサーバを
構成するプロセスである，Management Server を使用するため，システムの一括構
築，および一括運用ができます。また，セットアップウィザードを使用すると，対話
形式のウィザードプログラムを使用したシステム構築ができます。ただし，セット
アップウィザードで構築できるシステムの構成には制限があります。
● リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定機能
リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定機能には，次の 2 種類がありま
す。
• サーバ管理コマンド
• Server Plug-in
サーバ管理コマンドを使用する場合は CUI での操作，Server Plug-in を使用する場合
は GUI での操作となります。
なお，Server Plug-in は，UNIX 環境では使用できません。Server Plug-in を使用し
て UNIX の実行環境に対して操作したい場合は，別途，uCosminexus Operator をイ
ンストールしたマシンを用意してください。uCosminexus Operator の Server
Plug-in を使用して運用管理操作を実施します。uCosminexus Operator については，
「2.6.3

uCosminexus Operator の機能概要」を参照してください。

● 複数の構築済み実行環境の切り替え
1 台のマシンに，複数の構築済み実行環境を共存させて切り替えられます。これに
よって，同じ製品のバージョン違いや，パッチ適用の有無などによる動作確認を 1 台
のマシンで検証できます。なお，この機能は Windows 環境では使用できません。
Cosminexus システムの構築時に使用する機能の目的，および J2EE 標準との対応につ
いて，次の表に示します。
表 2-11 システム構築時に使用する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

システムの構築支援機能

J2EE 標準への
準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

−

−

−

○

−

○

参照先

16 章
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機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

リソースアダプタや J2EE
アプリケーションの設定機
能

−

−

−

−

○

−

○

16.7

複数の構築済み実行環境の
切り替え

−

−

−

−

○

−

○

16.8

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。
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2.4 システム運用時に使用する機能の概要
ここでは，アプリケーションサーバの運用を支援する機能の概要と特性について説明し
ます。運用を支援する機能を次のように分類して説明します。
● Management Server による運用管理機能
● システムの日常運用を支援する機能
● システムの保守を支援する機能
● J2EE アプリケーションの運用機能
● システムの監査を支援する機能

2.4.1

Management Server による運用管理機能の概要

Management Server による運用管理機能の概要について説明します。Management
Server は，Smart Composer 機能でシステムを構築した場合に利用できます。
運用管理ドメイン内の論理サーバを一括運用管理するために，次の機能が使用できます。
• 論理サーバの起動と停止が一括実行できます。
• 論理サーバのアプリケーション管理が一括実行できます。
• 運用管理ドメイン内の論理サーバの運用監視ができます。
• 運用管理ドメイン内の性能解析トレースファイルを収集できます。
• 稼働情報を CSV 形式または SNMP 連携形式のファイルとして出力できます。
それぞれの機能の詳細については，
「17.1.1 J2EE アプリケーションの実行環境の日常
運用」，および「18.1 システムの保守の概要」を参照してください。

2.4.2 システムの日常運用を支援する機能の概要
システムの日常運用を支援する機能の概要について説明します。
● 稼働情報の監視（稼働情報収集機能）
J2EE サーバの稼働状態を定期的に監視し，サーバ性能やリソースの情報などの稼働
情報を取得します。
● 稼働情報の監視（運用管理コマンド）
運用管理コマンドを使用して，運用管理ドメイン内の論理サーバを監視し，稼働情報
を取得します。
● リソースの枯渇監視
J2EE サーバおよび SFO サーバを対象に，メモリやスレッドなどのリソースを監視し
ます。監視対象のリソースについての情報は，一定間隔でファイルに出力されます。
また，監視対象のリソースの状態が設定したしきい値を超えた場合には，アラートが
発生します。アラートが発生すると，メッセージを出力し，Management Server に
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対してイベントを通知します。
● Management イベントによる処理の自動実行
J2EE サーバと SFO サーバが稼働中に出力するすべてのメッセージを契機にして
Management イベントを発行できます。Management Server 側では，Management
イベントが通知されたときの動作を定義しておくことで，Management イベントが発
生すると自動的にアクションを実行できるようになります。
● CTM の稼働統計情報の収集
CTM を使用する場合に，CTM から出力された稼働統計情報を収集できます。この情
報を基に，CTM の処理性能を分析できます。
● システムの処理性能の解析
クライアントからのリクエストを処理するときに，Cosminexus システムの各機能が
出力する性能解析情報を収集する機能です。この情報を基に，システム性能およびボ
トルネックを分析できます。
システムの日常運用を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の
表に示します。
表 2-12

システムの日常運用を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応

機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2E
E標
準

拡張

稼働情報の監視（稼働情報
の収集機能）

−

−

○

−

−

−

○

17.5

稼働情報の監視（運用管理
コマンド）

−

−

○

−

−

−

○

17.6

リソースの枯渇監視

−

−

○

−

−

−

○

17.7

Management イベントによ
る処理の自動実行

−

−

○

−

−

−

○

17.8

CTM の稼働統計情報の収集

−

−

○

−

−

−

○

17.9

システムの処理性能の解析

−

−

○

−

−

−

○

17.10

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

2.4.3

システムの保守を支援する機能の概要

システムの保守を支援する機能の概要について説明します。
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● ユーザログ出力
J2EE アプリケーションで例外が発生した場合に，メッセージおよびログを日立ト
レース共通ライブラリ形式で出力できます。
● コンソールログ出力
運用管理エージェントが起動したプロセスの標準出力や標準エラー出力などのコン
ソール出力情報をコンソールログに出力できます。
● 障害検知時コマンド
Management Server が論理サーバの障害を検知したときに，トラブルシューティン
グの資料を取得できます。
● snapshot ログ収集
Cosminexus の構成ソフトウェアの snapshot ログを出力，収集できます。
例えば，システムにトラブルが発生した場合には，トラブルシューティング情報とし
て snapshot ログを自動的に収集できます。
システムの保守を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。
表 2-13

システムの保守を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応

機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2E
E標
準

拡張

ユーザログ出力

−

−

○

−

−

−

○

18.3

コンソールログ出力

−

−

○

−

−

−

○

18.4

障害検知時コマンド

−

−

○

−

−

−

○

18.2.3

snapshot ログ収集

−

−

○

−

−

−

○

18.2.4

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

2.4.4

J2EE アプリケーションの運用機能の概要

J2EE アプリケーションの運用機能の概要について説明します。
● J2EE アプリケーションのリクエストの同時実行数の動的変更
Web アプリケーション単位の同時実行数と CTM の同時実行数を，J2EE サーバ起動
後，J2EE アプリケーションの運用中に動的に変更できます。
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● J2EE アプリケーション実行時間の監視とキャンセル
J2EE アプリケーションの実行時間の監視では，EJB および Web アプリケーションの
リクエスト実行時間を監視します。この機能によって，J2EE アプリケーションで障
害を検知すると，一定時間内に終了しなかったメソッド処理をタイムアウトしたり，
メソッド処理をキャンセルしたりできます。
● J2EE アプリケーションのサービスの閉塞
J2EE アプリケーションのサービスを閉塞することで，業務時間外やシステムのメン
テナンス時にサービスを停止できます。
● J2EE アプリケーションの停止
J2EE アプリケーションの停止には，通常停止と強制停止があります。処理中のリク
エストが終了しないなどの原因で通常停止ができない場合，強制停止を実行すると処
理中のリクエストが終了するので，通常停止ができるようになります。
● J2EE アプリケーションの入れ替え
J2EE アプリケーションを入れ替えるには，Web アプリケーションのサービスを部分
的に閉塞して入れ替える方法と，リデプロイ機能を使用して入れ替える方法，リロー
ド機能を使用して入れ替える方法があります。これらの方法を利用することで，サー
ビスを停止することなく，またはサービスの停止期間を最小限に抑えて，J2EE アプ
リケーションを入れ替えることができます。
● J2EE アプリケーションのテスト機能
テストモードとは，J2EE アプリケーション実行の動作モードの一つです。テスト
モードで J2EE アプリケーションを実行すると，稼働中の J2EE サーバ上でテスト用
として J2EE アプリケーションを動作させることができるので，本番環境と同じ環境
でテストを実施できます。また，テスト後は容易に本番環境に移行できます。
J2EE アプリケーションの運用機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の
表に示します。
表 2-14

J2EE アプリケーションの運用機能の目的および J2EE 標準との対応

機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

J2EE アプリケーションのリ
クエストの同時実行数の動的
変更

−

○

−

−

−

−

○

19.2

J2EE アプリケーション実行
時間の監視とキャンセル

−

−

○

−

−

−

○

19.3

J2EE アプリケーションの
サービスの閉塞

−

−

○

−

−

−

○

19.4

J2EE アプリケーションの停
止

−

−

○

−

−

○

○

19.5
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機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

J2EE アプリケーションの入
れ替え

−

−

○

−

−

○

○

19.6

J2EE アプリケーションのテ
スト機能

−

−

○

−

−

−

○

19.7

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。

2.4.5 システムの監査を支援する機能の概要
システムの監査を支援する機能の概要について説明します。
● 監査ログの出力
監査ログに，システムの構築者や運用者が Cosminexus のプログラムに対して実行し
た操作，およびその操作に伴うプログラムの動作の履歴を出力することで，システム
の監査に利用できます。
● データベース監査証跡機能との連携
データベースが提供するデータベース監査証跡機能と連携することで，J2EE アプリ
ケーションがデータベースにアクセスした際に使用したアカウントを記録できます。
システムの監査を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。
表 2-15

システムの監査を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応

機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

監査ログの出力

○

−

○

−

−

−

○

20.2

データベース監査証跡機能と
の連携

○

−

○

−

−

−

○

20.3

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。
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2.5 ほかのプログラムと連携する機能の概要
ここでは，Application Server とほかのプログラムを連携させることで実現できる機能
の概要と特性について説明します。次に示すプログラムとの連携を説明します。
● JP1 との連携で実現する機能
● クラスタソフトウェアとの連携で実現する機能

参考
この節で説明する機能はすべて，J2EE 標準とは関係のない機能です。このため，J2EE 標
準との対応については説明しません。

2.5.1

JP1 連携による運用管理機能の概要

JP1 連携による運用管理機能の概要について説明します。
● システムの集中監視（JP1/IM との連携）
業務システム全体のリソースの状態を集中監視することで，稼働性能を把握，調査し
たり，トラブルの発生を検知して，原因を究明して対策したりできます。この機能は
JP1/IM と連携して実現できます。
● システムの構成定義および管理（JP1/IM - CM との連携）
システム構築時にシステム構成を定義したり，定義したシステムについて，リソース
やシステム構成に関する情報を集約して管理したりできます。システム全体に散在す
る各種リソースの情報を集中して管理することで，システム構成に関する情報を統合
管理できます。この機能は JP1/IM - CM と連携して実現できます。なお，JP1/IM CM と連携できるのは，Cosminexus で提供する Smart Composer 機能を使用してシ
ステムを構築する場合だけです。
● ジョブによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 との連携）
サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあらかじめ定義して自動化
することで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省力化を図れます。JP1/AJS2
と連携することで，カスタムジョブによるシステムの自動運転が実現できます。
● シナリオによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 - SO との連携）
サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあらかじめ定義しておくこ
とで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省略化を図れます。JP1/AJS2 - SO
と連携することで，シナリオによるシステムの自動運転が実現できます。なお，シナ
リオによるシステムの自動運転をする場合は，Smart Composer 機能を使用して構築
したシステムが前提となります。
● 監査ログの一括収集／管理（JP1/NETM/Audit との連携）
システムの監査で使用する監査ログを，自動で収集して，一括管理できます。この機
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能は JP1/NETM/Audit と連携して実現できます。
JP1 連携による運用管理機能の目的について，次の表に示します。
表 2-16

JP1 連携による運用管理機能の目的
機能名

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

システムの集中監視（JP1/IM との連携）

−

−

○

−

−

21.2

システムの構成定義および管理（JP1/IM CM との連携）

−

−

○

−

−

21.3

ジョブによるシステムの自動運転（JP1/
AJS2 との連携）

−

−

○

−

−

21.4

シナリオによるシステムの自動運転（JP1/
AJS2 - SO との連携）

−

−

○

−

−

21.5

監査ログの収集・一元管理（JP1/NETM/
Audit との連携）

−

−

○

−

−

21.6

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

2.5.2 クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能
の概要
クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の概要について説明します。
Cosminexus と連携できるクラスタソフトウェアは，Microsoft Cluster Service
（Windows の場合※），および HA モニタ（AIX・HP-UX・Linux の場合）です。なお，
Solaris の場合，クラスタソフトウェアと連携したシステム運用はできません。
注※
ただし，使用できる OS は，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows
Server 2003 R2 Enterprise Edition，
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition，
および Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition となります。
● 1:1 系切り替えシステム
実行系と待機系が 1 対 1 になるシステム構成です。Cosminexus では，アプリケー
ションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの運用と，運用管理サーバの 1:1 系切り替
えシステムでの運用をサポートしています。実行系サーバでの障害発生時またはシス
テムの保守時に，あらかじめ待機させておいたサーバに自動的に切り替えて，業務処
理を続行するための機能です。これによって，システムの不稼働時間を短縮し，クラ
イアントの業務処理への影響を減らせます。
● 相互系切り替えシステム
1:1 系切り替えシステムの構成で，2 台のサーバがそれぞれ現用系として動作しなが
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ら，互いの予備系になるシステムです。Cosminexus では，アプリケーションサーバ
の相互系切り替えシステムでの運用をサポートしています。
● N:1 リカバリシステム
複数台の実行系と 1 台の待機系から成るシステム構成です。実行系では，J2EE アプ
リケーションを実行します。待機系では，障害が発生した実行系のトランザクション
の解決およびリソース解放だけを実施します。これによって，実行系での障害発生時
の，システムの運用・保守性が向上します。
クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の目的について，次の表に示しま
す。
表 2-17

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の目的
機能名

目的

参照先

信頼性

性能

運用・
保守

拡張性

そのほ
か

1:1 系切り替えシステム

○

−

○

−

−

22.3

相互系切り替えシステム

○

−

○

−

−

22.4

N:1 リカバリシステム

○

−

○

−

−

22.5

（凡例） ○：対応する
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2.6 オプション製品の機能
Cosminexus では，実行環境で使用する製品として，Application Server 以外に次の製品
を提供しています。
ここでは，実行環境で使用する次のオプション製品の機能について説明します。
● uCosminexus Client
● Web Redirector
● uCosminexus Operator
これらの製品では，Application Server の機能の一部が使用できます。

2.6.1

uCosminexus Client の機能概要

uCosminexus Client は，クライアントのホストで EJB クライアントアプリケーション
を実行する場合に利用できます。uCosminexus Client は，Application Server で提供さ
れている機能のうち，EJB クライアント環境の構築に必要な機能だけで構成されていま
す。多数の PC などで EJB クライアントとなる Java アプリケーションを動作させる場
合に，各 PC に uCosminexus Client を導入します。
なお，uCosminexus Client の対象 OS は Windows だけです。
uCosminexus Client には，次の機能があります。
● EJB クライアントアプリケーションの実行
Session Bean などを RMI-IIOP 通信で呼び出す Java アプリケーションである，EJB
クライアントアプリケーションを実行できます。また，Java アプリケーションを開始
できます。EJB クライアントアプリケーションの実行については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」の EJB アプリケーションの設定と実行に関す
る説明を参照してください。
● 性能解析トレース出力
EJB クライアントアプリケーションからリクエストを送信するときの性能解析情報を
出力できます。出力した性能解析情報は，CSV 形式などに変換して，ほかの J2EE
サーバの各機能が出力する性能解析情報とあわせて分析できます。性能解析トレース
出力については，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照してください。

2.6.2

Web Redirector の機能概要

Web Redirector は，Web クライアント構成の場合に，Web サーバを配置するホストをア
プリケーションサーバとは別に構築したいときに利用できます。Web Redirector は，
Application Server で提供されている機能のうち，Web リダイレクタ環境の構築に必要
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な機能だけで構成されています。したがって，それぞれのホストに Application Server
を導入する場合に比べて，むだのない環境構築ができます。
Web Redirector には，次の機能があります。
● Web サーバの構築
Hitachi Web Server または Microsoft IIS を使用して Web サーバを構築できます。
Hitachi Web Server については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してくだ
さい。
● Web コンテナおよび Web サーバの通信タイムアウト
クライアント− Web サーバ間，Web サーバ− Web コンテナ間で，リクエスト受信時
およびレスポンス送信時の通信タイムアウトを設定しておき，トラブル発生時の応答
待ちなどの場合に通信タイムアウトを検知できます。通信タイムアウトについては，
「4.22 通信タイムアウトの設定」を参照してください。
● リダイレクタによるリクエスト振り分けの実行
Web サーバに登録したリダイレクタによって Web コンテナへのリクエスト振り分け
ができます。リクエスト振り分けについては，
「4.23

Web サーバ（リダイレクタ）

によるリクエストの振り分け」を参照してください。
● エラーページのカスタマイズ
クライアントから存在しないリソースに対してアクセスした場合などに，クライアン
トからのリクエストに対してユーザがカスタマイズしたエラーページを表示できます。
エラーページの表示は，リダイレクタが実行します。エラーページのカスタマイズに
ついては，
「4.24 エラーページのカスタマイズ」を参照してください。
● Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知
クライアントと Web サーバとの間に SSL アクセラレータや負荷分散機などのゲート
ウェイを配置している場合に，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知して，
welcome ファイルや FORM 認証画面に自動的に正しくリダイレクトできます。Web
コンテナへのゲートウェイ情報の通知については，
「4.26

Web コンテナへのゲート

ウェイ情報の通知」を参照してください。
● 性能解析トレース出力
Web サーバに登録したリダイレクタからリクエストを送信するときの性能解析情報を
出力できます。出力した性能解析情報は，CSV 形式などに変換して，ほかの J2EE
サーバの各機能が出力する性能解析情報とあわせて分析できます。
性能解析トレース出力については，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照して
ください。

2.6.3

uCosminexus Operator の機能概要

uCosminexus Operator は，Application Server をインストールした別のマシンに対して
運用管理操作をするための製品です。uCosminexus Operator では，運用管理操作をす
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るための機能として Server Plug-in を提供しています。Server Plug-in は，Eclipse のプ
ラグインで，リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定，論理サーバの起動・
停止などの操作ができます。
Application Server をインストールした実行環境が UNIX の場合，Server Plug-in は使
用できません。このような場合に，uCosminexus Operator をインストールしたマシン
を実行環境のマシンとは別に用意すると，uCosminexus Operator をインストールした
マシンの Server Plug-in から，UNIX の実行環境に対して運用管理操作ができます。な
お，uCosminexus Operator は Windows 環境のマシンにだけインストールできます。
Server Plug-in の機能の詳細については，
「16. システムの構築」を参照してください。

参考
uCosminexus Operator をインストールすると，Server Plug-in のほかに，HCSC-Manager
もインストールされます。HCSC-Manager については，マニュアル「Cosminexus
スプラットフォーム

サービ

システム構築・運用ガイド」を参照してください。
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2.7 旧バージョンとの互換用の機能
Application Server では，旧バージョンとの互換用の機能として，次の機能を提供して
います。
● ベーシックモードでの運用
● サーブレットエンジンモードでの運用
どちらも，旧バージョンとの互換用の，サーバの動作モードとなります。ベーシック
モードおよびサーブレットエンジンモードについては，「付録 A 旧バージョンとの互換
用機能」を参照してください。
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ションを実行する場合）
この章では，バッチアプリケーションを実行するアプリケー
ションサーバの機能について説明します。

3.1 Application Server で提供する機能の目的
3.2 バッチアプリケーション実行基盤の機能の概要
3.3 システム構築時に使用する機能の概要
3.4 システム運用時に使用する機能の概要
3.5 ほかのプログラムと連携する機能の概要
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3.1 Application Server で提供する機能の目的
バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバの場合，Application Server
で提供する次の四つの機能を使用できます。
• バッチアプリケーションの実行基盤としての機能
• アプリケーションサーバを中心としたシステムの構築を支援する機能
• アプリケーションサーバを中心としたシステムの運用を支援する機能
• ほかのプログラムと連携する機能
これらの機能は，システムで求められる次のような目的に対応しています。
• アベイラビリティとフォールトトレランスの向上
• システム性能の向上
• 効率的で確実な運用・保守の実現
• システム規模の変更への柔軟な対応
なお，これらの目的に直接対応しない機能もあります。例えば，システムの構築支援機
能が該当します。
システムの目的と，対応するアプリケーションサーバの機能の概要について，次の表に
示します。
表 3-1 システムの目的と対応するアプリケーションサーバの機能の概要
システムの目的※

対応するアプリケーションサーバの機能の概要

アベイラビリティとフォールトト
レランスの向上［信頼性］

システムとしての信頼性を高めるための機能を提供しています。ア
ベイラビリティ（安定稼働性）およびフォールトトレランス（耐障
害性）を高める機能や，ユーザ認証などのセキュリティを高めるた
めの機能が含まれます。

システム性能の向上［性能］

システムの性能を向上させるための機能を提供しています。この機
能によって，システムのパフォーマンス・チューニングができま
す。

効率的で確実な運用・保守の実現
［運用・保守］

システムを効率良く確実に運用・保守する機能を提供しています。

システム規模の変更への柔軟な対
応［拡張性］

システム規模の拡大・縮小および構成の変更に柔軟に対応するため
の機能を提供しています。

そのほかの目的［そのほか］

システムの構築を支援する機能など，そのほかの目的で使用される
機能を提供しています。

注※ ［

］内は，以降の節の表に示す「目的」列の表記と対応しています。

また，バッチアプリケーション実行基盤では，J2EE 標準に準拠した機能と，
Application Server 独自の機能を使用できます。Application Server 独自の機能とは，
J2EE の機能に加えて Application Server が拡張している機能や，J2EE 機能と直接は関
係ない Application Server 独自で提供する機能のことです。
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以降の節では，Application Server の機能を分類して，それぞれがどの特性に対応する
かを示します。また，それぞれの機能の概要についても説明します。

ポイント
3.2 以降で記載している表は，次の形式で記載しています。
• 「機能名」は，機能の名称を示します。
• 「目的」列は，表 3-1 で記載したシステムの目的に対応しています。
• 「J2EE 標準への準拠」列は，その機能が J2EE で規定された機能であるかどうかを示し
ます。
• 「参照先」は，その機能について詳細に説明している個所を示します。
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3.2 バッチアプリケーション実行基盤の機能の
概要
ここでは，Application Server が提供する機能のうち，バッチアプリケーション実行基
盤としての機能の特性について説明します。バッチアプリケーション実行基盤の機能と
して，次に示す機能があります。
● バッチアプリケーション実行機能
● EJB アクセス機能
● ネーミング管理が提供する機能
● リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
● ガーベージコレクション制御機能
● コンテナ拡張ライブラリの機能
これらの機能はバッチサービスとして提供されています。

3.2.1

バッチアプリケーション実行機能の概要

バッチアプリケーション実行機能の概要について説明します。
なお，機能の詳細については，「14.2

バッチアプリケーション実行機能」を参照してく

ださい。
● バッチアプリケーションの実行
バッチサーバ上でバッチアプリケーションを実行します。
● バッチアプリケーションの強制停止
実行中のバッチアプリケーションを強制停止します。
● バッチアプリケーションのログ出力
バッチアプリケーションの実行ログを出力します。
バッチアプリケーション実行機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表
に示します。
表 3-2 バッチアプリケーション実行機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

バッチアプリケーションの
実行
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J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

−

−

−

−

−

○

参照先

14.2.2
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機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

バッチアプリケーションの
強制停止

−

−

○

−

−

−

○

14.2.3

バッチアプリケーションの
ログ出力

−

−

○

−

−

−

○

14.2.4

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

3.2.2

EJB アクセス機能の概要

バッチアプリケーションからほかの J2EE アプリケーション内の EJB にアクセスできま
す。バッチアプリケーションから EJB にアクセスするときに使用できる機能の概要につ
いて説明します。
機能の詳細については，
「14.3 EJB アクセスで使用できる機能」を参照してください。
● Enterprise Bean の呼び出し
バッチアプリケーションから Enterprise Bean を呼び出せます。
● JNDI による EJB ホームオブジェクト・ビジネスインタフェースのリファレンスの
ルックアップ
自動的にバインドされる名称またはユーザ指定名前空間を利用して，EJB ホームオブ
ジェクトおよびビジネスインタフェースのリファレンスをネーミングサービスから
ルックアップできます。
● トランザクションの実装
バッチアプリケーションでトランザクションを使用できます。
● RMI-IIOP 通信のタイムアウト
バッチアプリケーション− CORBA ネーミングサービス間，バッチアプリケーション
− Enterprise Bean 間の通信に対して，タイムアウトを設定できます。
● RMI-IIOP スタブ，インタフェースの取得
バッチアプリケーションから，Cosminexus TPBroker の RMI-IIOP の機能を利用し
てアプリケーションを呼び出せます。
EJB アクセス機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に示します。
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表 3-3 EJB アクセス機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

Enterprise Bean の呼び出
し

−

−

−

○

−

○

○

6.2

JNDI による EJB ホームオ
ブジェクト・ビジネスイン
タフェースのリファレンス
のルックアップ

−

−

−

○

−

○

○

6.3

トランザクションの実装

−

−

−

○

−

○

○

6.4

RMI-IIOP 通信のタイムア
ウト

−

−

−

○

−

○

○

5.9.4

RMI-IIOP スタブ，インタ
フェースの取得

−

−

−

○

−

○

○

6.6

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。

3.2.3

ネーミング管理が提供する機能の概要

J2EE サービスのうち，ネーミング管理が提供する機能の概要について説明します。
なお，機能の詳細については，「14.4

ネーミング管理が提供する機能」を参照してくだ

さい。
● JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ
オブジェクトを JDNI 名前空間の名前とバインドして管理します。クライアントから
は，バインドされた名前を使用して検索（ルックアップ）できます。
● J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）
J2EE リソースに別名を付与できます。バッチアプリケーションからは，別名として
設定した任意の名称でルックアップできます。なお，バッチアプリケーションから
データベースに接続する場合，J2EE リソースには必ず別名を設定してください。
● ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索
複数の CORBA ネーミングサービスに登録されている同一名称（別名）の EJB ホー
ムオブジェクトリファレンスを，ラウンドロビンポリシーに従ってルックアップでき
ます。
● ネーミング管理機能でのキャッシング
ルックアップした EJB ホームオブジェクトリファレンスをキャッシングしておき，2
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回目以降に同じオブジェクトをルックアップする場合の処理を短くできます。
● CORBA ネーミングサービスの切り替え
ルックアップの対象にする JNDI 名前空間を，InitialContext クラスのインスタンス
のプリフィックス判定によって切り替えられます。
J2EE サービスのうち，ネーミング管理が提供する機能の目的，および J2EE 標準との
対応について，次の表に示します。
表 3-4 J2EE サービス（ネーミング管理）が提供する機能の目的および J2EE 標準との
対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

JNDI 名前空間へのオブジェ
クトのバインドとルックアッ
プ

−

−

−

○

−

○

○

8.2

J2EE リソースへの別名付与
（ユーザ指定名前空間機能）

−

−

−

○

−

−

○

8.3 ※

ラウンドロビンポリシーによ
る CORBA ネーミングサービ
スの検索

−

−

−

○

−

−

○

8.4

ネーミング管理機能での
キャッシング

−

○

−

−

−

−

○

8.5

CORBA ネーミングサービス
の切り替え

−

−

−

○

−

−

○

8.6

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
注※
参照先の記述のうち，J2EE リソースに関する説明を参照してください。バッチアプリケー
ションの場合，Enterprise Bean の説明は該当しません。

3.2.4 リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
の概要
J2EE サービスのうち，リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の概要につ
いて説明します。なお，機能の詳細については，
「14.5 リソース接続とトランザクショ
ン管理が提供する機能」を参照してください。
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● コネクションプーリング
コネクションをメモリ上にプールしておくことで，アプリケーションからの接続要求
に対して高速に処理できます。また，次のような機能も使用できます。
• サーバ起動時またはリソースアダプタ起動時に，指定した数のコネクションを作成
して，それをプールしておくことで，コネクションプール開始直後の接続要求を高
速に処理する機能（コネクションプールのウォーミングアップ）
• 一定間隔で，プール内の不要なコネクションを段階的に減少させる機能（コネク
ション数調節）
● コネクションシェアリング・アソシエーション
コネクションを共有することで，コネクション取得処理に掛かる処理時間を短縮でき
ます。
コネクションシェアリングでは，論理コネクションと接続先リソースのコネクション
である物理コネクションを多対 1 で接続します。
コネクションアソシエーションは，コネクションシェアリングができない場合に使用
します。論理コネクションと接続先リソースのコネクションである物理コネクション
を多対 1 で接続しますが，使用しない物理コネクションを作成する必要があります。
● ステートメントプーリング
PreparedStatement および CallableStatement を使用する処理の場合に，これらのス
テートメントをプーリングしておくことで，同じステートメント作成に掛かる処理時
間を短縮できます。
● ライトトランザクション
ローカルトランザクションを使用するための環境を最適化できます。バッチサーバの
場合，ライトトランザクションを有効にします。
● DataSource オブジェクトのキャッシング
JNDI インタフェースを使用して，DataSource 型のオブジェクトの検索要求をする場
合，DataSource オブジェクトをキャッシングできます。
● DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化
コンテナ管理でサインオンをする場合，サインオンの動作を最適化できます。
● 受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する場合）
実行した SQL に対して返却される実行結果を格納する領域（受信バッファ）をプール
リングしておくことで，SQL 実行時のオーバーヘッドを削減できます。
● コネクションの障害検知
プーリングされているコネクションにトラブルが発生していないかを検知できます。
これによって，ユーザプログラムからのコネクション要求に対して，有効なコネク
ションだけを返却できます。
● コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
コネクションプールに指定した最大数までコネクションがプールされていて，利用で
きるコネクションがない場合は，コネクション取得要求を待ち状態にできます。
● コネクションの取得リトライ
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使用できるコネクションがコネクションプールにない場合や接続先リソースの物理コ
ネクションの確立に失敗した場合に，自動的にコネクションの取得処理を再実行でき
ます。
● コネクションプールの情報表示
コマンドを使用して，コネクションプール内のコネクションの情報を表示できます。
● コネクションプールのクリア
データベースサーバにトラブルが発生してコネクションが切断された場合などに，不
要なコネクションプールをコマンドで削除できます。
● トランザクションタイムアウトとステートメントキャンセル
トランザクション開始時間から一定時間経過した時点で呼び出し先のトランザクショ
ンをロールバックします。また，実行中の SQL 処理が返ってこない状態でトランザク
ションタイムアウトが発生した場合は，ステートメントをキャンセルできます。
● 障害調査用 SQL の出力
デッドロックやスローダウンなどの障害が発生した時に，発行した SQL をログに出力
でき，障害要因の解析に利用できます。
● オブジェクトの自動クローズ
ユーザプログラムでオープンした Statement オブジェクトなどをクローズできなかっ
た場合，DB Connector によってオブジェクトを自動的にクローズできます。
● コネクションプールのクラスタ化（コネクションプールの一時停止・再開・状態表示）
データベースをクラスタ構成にしている場合，障害発生時やメンテナンス時に，コネ
クションプールを停止したり，再開したりできます。また，それぞれのコネクション
プールの状態を表示できます。
● リソースへの接続テスト
環境構築時に，リソースアダプタが正しく設定できているかどうかを確認できます。
J2EE サービスのうち，リソース接続とトランザクション管理が提供する機能の目的，お
よび J2EE 標準との対応について，次の表に示します。
表 3-5 J2EE サービス（リソース接続とトランザクション管理）が提供する機能の目的
および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

コネクションプーリング

−

○

−

−

−

○

○

コネクションプールの
ウォーミングアップ

−

○

−

−

−

−

○

コネクションプール数調
節機能

−

○

−

−

−

−

○

参照先

9.10.1

73

3. アプリケーションサーバの機能（バッチアプリケーションを実行する場合）

機能名

J2EE 標準への
準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

コネクションシェアリン
グ・アソシエーション

−

○

−

−

−

○

−

9.10.2

ステートメントプーリン
グ

−

○

−

−

−

−

○

9.10.3

ライトトランザクション

−

○

−

−

−

−

○

9.10.4

DataSource オブジェク
トのキャッシング

−

○

−

−

−

−

○

9.10.6

DB Connector のコンテ
ナ管理でのサインオンの
最適化

−

○

−

−

−

−

○

9.10.7

受信バッファのプーリン
グ（Cosminexus
DABroker Library を使
用する場合）

−

○

−

−

−

−

○

9.10.8

コネクションの障害検知

○

−

−

−

−

○

○

9.11.1

コネクション枯渇時のコ
ネクション取得待ち

○

−

−

−

−

−

○

9.11.2

コネクションの取得リト
ライ

○

−

−

−

−

−

○

9.11.3

コネクションプールの情
報表示

○

−

−

−

−

−

○

9.11.4

コネクションプールのク
リア

○

−

−

−

−

−

○

9.11.5

トランザクションタイム
アウトとステートメント
キャンセル

○

−

−

−

−

○

−

9.11.8

障害調査用 SQL の出力

−

−

○

−

−

−

○

9.11.10

オブジェクトの自動ク
ローズ

○

−

−

−

−

○

−

9.11.11

コネクションプールのク
ラスタ化（コネクション
プールの一時停止・再
開・状態表示）

○

−

−

−

−

−

○

9.12

リソースへの接続テスト

−

−

○

−

−

−

○

9.14

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「J2EE 標準」と「拡張」の両方に○が付いている機能は，J2EE 標準の機能に
Application Server 独自の機能が拡張されていることを示します。「拡張」だけに○が付いてい
る機能は Application Server 独自の機能であることを示します。
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3.2.5 ガーベージコレクション制御機能の概要
ガーベージコレクション制御機能の概要について説明します。なお，機能の詳細につい
ては，「14.6 ガーベージコレクション制御機能」を参照してください。
● ガーベージコレクション制御機能
バッチサーバでは，バッチアプリケーションが長時間リソースを排他するのを回避す
るため，ガーベージコレクション制御機能を提供しています。ガーベージコレクショ
ン制御機能を使用すると，リソース排他中のフルガーベージコレクションの実行を回
避できます。
ガーベージコレクション制御機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表
に示します。ガーベージコレクション制御機能は Application Server 独自の機能です。
表 3-6 ガーベージコレクション制御機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

ガーベージコレクション制御
機能

（凡例） ○：対応する

J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

○

−

−

−

−

○

参照先

14.6

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

3.2.6 コンテナ拡張ライブラリが提供する機能の概要
コンテナ拡張ライブラリの概要について説明します。なお，機能の詳細については，
「14.7 コンテナ拡張ライブラリ」を参照してください。
● コンテナ拡張ライブラリの利用
コンテナ拡張ライブラリとは，アプリケーションが利用する共通のライブラリです。
このライブラリを利用することによって，アプリケーションからユーザ作成の共通の
ライブラリを呼び出せるようになります。
コンテナ拡張ライブラリの機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。コンテナ拡張ライブラリの機能は Application Server 独自の機能です。
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表 3-7 コンテナ拡張ライブラリの機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

コンテナ拡張ライブラリの利
用

（凡例） ○：対応する

J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

−

−

−

○

−

−

○

参照先

14.7

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。
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3.3 システム構築時に使用する機能の概要
ここでは，アプリケーションサーバの構築を支援する機能について説明します。
● システムの構築支援機能
Cosminexus では，システムの構築支援機能として，Smart Composer 機能を提供し
ています。
Smart Composer 機能を使用して構築したシステムでは，アプリケーションサーバを
構成するプロセスである，Management Server を使用するため，システムの一括構
築，および一括運用ができます。
なお，バッチアプリケーションを実行するアプリケーションサーバの構築には，セッ
トアップウィザードは使用できません。
● リソースアダプタの設定機能
リソースアダプタの設定機能には，次の 2 種類があります。
• サーバ管理コマンド
• Server Plug-in
サーバ管理コマンドを使用する場合は CUI での操作，Server Plug-in を使用する場合
は GUI での操作となります。
なお，Server Plug-in は，UNIX 環境では使用できません。Server Plug-in を使用し
て UNIX の実行環境に対して操作したい場合は，別途，uCosminexus Operator をイ
ンストールしたマシンを用意してください。uCosminexus Operator の Server
Plug-in を使用して運用管理操作を実施します。uCosminexus Operator については，
「2.6.3

uCosminexus Operator の機能概要」を参照してください。

● 複数の構築済み実行環境の切り替え
1 台のマシンに，複数の構築済み実行環境を共存させて切り替えられます。これに
よって，同じ製品のバージョン違いや，パッチ適用の有無などによる動作確認を 1 台
のマシンで検証できます。なお，この機能は Windows 環境では使用できません。
Cosminexus システムの構築時に使用する機能の目的，および J2EE 標準との対応につ
いて，次の表に示します。
表 3-8 システム構築時に使用する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2E
E標
準

拡張

システムの構築支援機能

−

−

−

−

○

−

○

16 章

リソースアダプタの設定機
能

−

−

−

−

○

−

○

16.7
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機能名

複数の構築済み実行環境の
切り替え
（凡例） ○：対応する

J2EE 標準へ
の準拠

目的

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2E
E標
準

拡張

−

−

−

−

○

−

○

参照先

16.8

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。
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3.4 システム運用時に使用する機能の概要
ここでは，アプリケーションサーバの運用を支援する機能の概要と特性について説明し
ます。運用を支援する機能を次のように分類して説明します。
● Management Server による運用管理機能
● システムの日常運用を支援する機能
● システムの保守を支援する機能
● システムの監査を支援する機能

3.4.1

Management Server による運用管理機能の概要

Management Server による運用管理機能の概要について説明します。Management
Server は，Smart Composer 機能でシステムを構築した場合に利用できます。
運用管理ドメイン内の論理サーバを一括運用管理するために，次の機能が使用できます。
• 論理サーバの起動と停止が一括実行できます。
• 運用管理ドメイン内の論理サーバの運用監視ができます。
• 運用管理ドメイン内の性能解析トレースファイルを収集できます。
• 稼働情報を CSV 形式または SNMP 連携形式のファイルとして出力できます。
それぞれの機能の詳細については，
「17.1.2 バッチアプリケーションの実行環境の日常
運用」，および「18.1 システムの保守の概要」を参照してください。

3.4.2 システムの日常運用を支援する機能の概要
システムの日常運用を支援する機能の概要について説明します。
● 稼働情報の監視（稼働情報収集機能）
バッチサーバの稼働状態を定期的に監視し，サーバ性能やリソースの情報などの稼働
情報を取得します。
● 稼働情報の監視（運用管理コマンド）
運用管理コマンドを使用して，運用管理ドメイン内の論理サーバを監視し，稼働情報
を取得します。
● リソースの枯渇監視
バッチサーバを対象に，メモリやスレッドなどのリソースを監視します。監視対象の
リソースについての情報は，一定間隔でファイルに出力されます。また，監視対象の
リソースの状態が設定したしきい値を超えた場合には，アラートが発生します。ア
ラートが発生すると，メッセージを出力し，Management Server に対してイベント
を通知します。
● Management イベントによる処理の自動実行
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バッチサーバが稼働中に出力するすべてのメッセージを契機にして Management イ
ベントを発行できます。Management Server 側では，Management イベントが通知
されたときの動作を定義しておくことで，Management イベントが発生すると自動的
にアクションを実行できるようになります。
● システムの処理性能の解析
Cosminexus システムの各機能が出力する性能解析情報を収集する機能です。この情
報を基に，システム性能およびボトルネックを分析できます。
システムの日常運用を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の
表に示します。
表 3-9 システムの日常運用を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

稼働情報の監視（稼働情報の
収集機能）

−

−

○

−

−

−

○

17.5

稼働情報の監視（運用管理コ
マンド）

−

−

○

−

−

−

○

17.6

リソースの枯渇監視

−

−

○

−

−

−

○

17.7

Management イベントによる
処理の自動実行

−

−

○

−

−

−

○

17.8

システムの処理性能の解析

−

−

○

−

−

−

○

17.10

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

3.4.3

システムの保守を支援する機能の概要

システムの保守を支援する機能の概要について説明します。
● ユーザログ出力
バッチアプリケーションで例外が発生した場合に，メッセージおよびログを日立ト
レース共通ライブラリ形式で出力できます。
● コンソールログ出力
運用管理エージェントが起動したプロセスの標準出力や標準エラー出力などのコン
ソール出力情報をコンソールログに出力できます。
● 障害検知時コマンド
Management Server が論理サーバの障害を検知したときに，トラブルシューティン
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グの資料を取得できます。
● snapshot ログ収集
Cosminexus の構成ソフトウェアの snapshot ログを出力，収集できます。
例えば，システムにトラブルが発生した場合には，トラブルシューティング情報とし
て snapshot ログを自動的に収集できます。
システムの保守を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。
表 3-10

システムの保守を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応

機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

ユーザログ出力

−

−

○

−

−

−

○

18.3

コンソールログ出力

−

−

○

−

−

−

○

18.4

障害検知時コマンド

−

−

○

−

−

−

○

18.2.3

snapshot ログ収集

−

−

○

−

−

−

○

18.2.4

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。

3.4.4 システムの監査を支援する機能の概要
システムの監査を支援する機能の概要について説明します。
● 監査ログの出力
監査ログに，システムの構築者や運用者が Cosminexus のプログラムに対して実行し
た操作，およびその操作に伴うプログラムの動作の履歴を出力することで，システム
の監査に利用できます。
● データベース監査証跡機能との連携
データベースが提供するデータベース監査証跡機能と連携することで，バッチアプリ
ケーションがデータベースにアクセスした際に使用したアカウントを記録できます。
システムの監査を支援する機能の目的，および J2EE 標準との対応について，次の表に
示します。
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表 3-11 システムの監査を支援する機能の目的および J2EE 標準との対応
機能名

J2EE 標準へ
の準拠

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

J2EE
標準

拡張

監査ログの出力

○

−

○

−

−

−

○

20.2

データベース監査証跡機能と
の連携

○

−

○

−

−

−

○

20.3

（凡例） ○：対応する

−：対応しない

注
表中の項目「拡張」だけに○が付いている機能は Application Server 独自の機能であることを
示します。
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3.5 ほかのプログラムと連携する機能の概要
ここでは，Application Server とほかのプログラムを連携させることで実現できる機能
の概要と特性について説明します。次に示すプログラムとの連携を説明します。
● JP1 との連携で実現する機能
● クラスタソフトウェアとの連携で実現する機能

参考
この節で説明する機能はすべて，J2EE 標準とは関係のない機能です。このため，J2EE 標
準との対応については説明しません。

3.5.1

JP1 連携による運用管理機能の概要

JP1 連携による運用管理機能の概要について説明します。
● システムの集中監視（JP1/IM との連携）
業務システム全体のリソースの状態を集中監視することで，稼働性能を把握，調査し
たり，トラブルの発生を検知して，原因を究明して対策したりできます。この機能は
JP1/IM と連携して実現できます。
● システムの構成定義および管理（JP1/IM - CM との連携）
システム構築時にシステム構成を定義したり，定義したシステムについて，リソース
やシステム構成に関する情報を集約して管理したりできます。システム全体に散在す
る各種リソースの情報を集中して管理することで，システム構成に関する情報を統合
管理できます。この機能は JP1/IM - CM と連携して実現できます。なお，JP1/IM CM と連携できるのは，Cosminexus で提供する Smart Composer 機能を使用してシ
ステムを構築する場合だけです。
● ジョブによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 との連携）
サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあらかじめ定義して自動化
することで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省力化を図れます。JP1/AJS2
と連携することで，カスタムジョブによるシステムの自動運転が実現できます。
● シナリオによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 - SO との連携）
サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあらかじめ定義しておくこ
とで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省略化を図れます。JP1/AJS2 - SO
と連携することで，シナリオによるシステムの自動運転が実現できます。なお，シナ
リオによるシステムの自動運転をする場合は，Smart Composer 機能を使用して構築
したシステムが前提となります。
● 監査ログの一括収集／管理（JP1/NETM/Audit との連携）
システムの監査で使用する監査ログを，自動で収集して，一括管理できます。この機
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能は JP1/NETM/Audit と連携して実現できます。
JP1 連携による運用管理機能の目的について，次の表に示します。
表 3-12

JP1 連携による運用管理機能の目的
機能名

目的

参照先

信頼
性

性能

運用・
保守

拡張
性

その
ほか

システムの集中監視（JP1/IM との連携）

−

−

○

−

−

21.2

システムの構成定義および管理（JP1/IM CM との連携）

−

−

○

−

−

21.3

ジョブによるシステムの自動運転（JP1/
AJS2 との連携）

−

−

○

−

−

21.4

シナリオによるシステムの自動運転（JP1/
AJS2 - SO との連携）

−

−

○

−

−

21.5

監査ログの収集・一元管理（JP1/NETM/
Audit との連携）

−

−

○

−

−

21.6

（凡例） ○：対応する

3.5.2

−：対応しない

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能
の概要

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の概要について説明します。
Cosminexus と連携できるクラスタソフトウェアは，Microsoft Cluster Service
（Windows の場合※），および HA モニタ（AIX・HP-UX・Linux の場合）です。なお，
Solaris の場合，クラスタソフトウェアと連携したシステム運用はできません。
注※
ただし，使用できる OS は，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows
Server 2003 R2 Enterprise Edition，
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition，
および Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition となります。
● 1:1 系切り替えシステム
実行系と待機系が 1 対 1 になるシステム構成です。バッチアプリケーション実行環境
の場合，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの運用をサポートして
います。実行系サーバでの障害発生時またはシステムの保守時に，あらかじめ待機さ
せておいたサーバに自動的に切り替えて，業務処理を続行するための機能です。これ
によって，システムの不稼働時間を短縮し，クライアントの業務処理への影響を減ら
せます。
なお，バッチアプリケーション実行環境の場合，運用管理サーバを配置しないため，
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムは使用できません。
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● 相互系切り替えシステム
1:1 系切り替えシステムの構成で，2 台のサーバがそれぞれ現用系として動作しなが
ら，互いの予備系になるシステムです。Cosminexus では，アプリケーションサーバ
の相互系切り替えシステムでの運用をサポートしています。
クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の目的について，次の表に示しま
す。
表 3-13

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能の目的
機能名

目的

参照先

信頼性

性能

運用・
保守

拡張性

そのほ
か

1:1 系切り替えシステム

○

−

○

−

−

22.3

相互系切り替えシステム

○

−

○

−

−

22.4

（凡例） ○：対応する

−：対応しない
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4

J2EE アプリケーション実行基盤としての機能

Web コンテナ
この章では，サーブレットと JSP を実行するためのサーバ基
盤である，Web コンテナの機能について説明します。Web コ
ンテナの機能は，サーブレットまたは JSP を使用した J2EE
アプリケーションを実行する場合に使用します。

4.1 Web コンテナの機能
4.2 Web アプリケーションの実行
4.3 インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け
4.4 セッション管理
4.5 文字コード変換
4.6 デフォルトの文字エンコーディング設定
4.7 JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持
4.8 アプリケーションのイベントリスナ
4.9 タグファイルの実行
4.10 JSP EL の実行
4.11 リクエストおよびレスポンスのフィルタリング
4.12 フィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮
4.13 Web コンテナのセキュリティ管理
4.14 EJB コンテナとの連携
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4.15

データベースとの接続

4.16

Web コンテナによるスレッドの作成

4.17

同時実行スレッド数の制御

4.18

Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御

4.19

Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御

4.20

URL グループ単位での同時実行スレッド数の制御

4.21

ユーザスレッドで使用できる Application Server の機能

4.22

通信タイムアウトの設定

4.23

Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け

4.24

エラーページのカスタマイズ

4.25

ドメイン名指定でのトップページの表示

4.26

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知

4.27
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Web サーバ連携・インプロセス HTTP サーバ・簡易 Web サーバでの
IP アドレス指定

4.28

静的コンテンツのキャッシュ

4.29

簡易 Web サーバ機能

4.30

Web コンテナが返すエラーステータスコード

4.31

前バージョンからの JSP の移行

4.32

サーブレット，JSP の実装
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4.1 Web コンテナの機能
Web コンテナでは，Web アプリケーションの実行機能を提供するコンテナとしての機能
と，Web サーバと連携するためのリダイレクタの機能，および Web クライアントからの
リクエストを受け付ける Web サーバ機能を提供しています。リダイレクタとは，Web コ
ンテナで提供しているライブラリです。リダイレクタを Web サーバに登録することで，
Web サーバあての HTTP リクエストのうち特定のリクエストを，指定した Web コンテ
ナに処理させたり，複数の Web コンテナにリクエストを振り分けて処理させたりできる
ようになります。
Web コンテナの機能を次の表に示します。
表 4-1 Web コンテナの機能
機能

参照先

Web アプリケーションの実行

4.2

インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け

4.3

セッション管理

4.4

文字コード変換

4.5

デフォルトの文字エンコーディング設定

4.6

JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持

4.7

アプリケーションのイベントリスナ

4.8

タグファイルの実行

4.9

JSP EL の実行

4.10

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング

4.11

フィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮

4.11.1，4.12

Web コンテナのセキュリティ管理

4.13

EJB コンテナとの連携

4.14

データベースとの接続

4.15

Web コンテナによるスレッドの作成

4.16

同時実行スレッド数の制御

4.17，4.18，
4.19，4.20

ユーザスレッドの使用

4.21

通信タイムアウトの設定

4.22

Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け

4.23

エラーページのカスタマイズ※

4.24

ドメイン名指定でのトップページの表示

4.25

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知

4.26
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機能

参照先

Web サーバ連携・インプロセス HTTP サーバ・簡易 Web サーバでの IP アドレスの
指定

4.27

静的コンテンツのキャッシュ

4.28

簡易 Web サーバ機能

4.29

セッションフェイルオーバ機能

4.11.1，12 章

注※
Web サーバとして Hitachi Web Server を使用する場合だけ使用できる機能です。Microsoft IIS
を使用する場合，この機能は使用できません。

参考
アプリケーション開発時に，Cosminexus が提供する cjjsp2java コマンドを使用すること
で，JSP ファイルから Java ソースファイルを生成し，JSP に記述ミスがないかを確認でき
ます。

なお，Cosminexus で提供する Web コンテナの機能には，J2EE で規定された機能に
Cosminexus 独自の機能を拡張したものと，Cosminexus 独自の機能として提供している
ものがあります。Cosminexus 独自の機能かどうかについては，「2.

アプリケーション

サーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）
」を参照してください。
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4.2 Web アプリケーションの実行
Web コンテナでは，Web アプリケーションを実行できます。Web アプリケーションと
は，Web コンテナ上で動作するサーバプログラムのことです。
通常の Web サーバは，固定された HTML ファイルだけを送信します。Web コンテナが
機能することによって，Web コンテナ上で Web アプリケーションを実行し，Web クラ
イアントから受け取ったデータを処理したり，その処理の結果に応じて異なる Web ペー
ジを生成したりできるようになります。
Web アプリケーションは，主に，サーブレットおよび JSP と呼ばれる 2 種類の技術を使
用して開発されたアプリケーションです。サーブレットは Java プログラムを使い，
HTML を生成したり，Web クライアントから受け取った情報を処理したりする技術で
す。JSP（JavaServer Pages）はサーブレット技術を基盤に，HTML ページの中にタグ
や Java プログラムを埋め込むことで，動的に Web 画面を生成する技術です。JSP は
JSP コンパイラによって，一度 Java で記述されたサーブレットプログラムに変換され，
そのあと，Java コンパイラによってコンパイル，実行されます。
Cosminexus の Web コンテナでは，Java Servlet 2.4 仕様，および JavaServer Pages
（JSP）2.0 仕様に準拠した Web アプリケーションを実行できます。Web アプリケーショ
ン実行機能の詳細については，Java Servlet Specification v2.4，および JavaServer
Pages Specification v2.0 を参照してください。また，Web コンテナを使用して Web ア
プリケーションを実行するには，Web サーバとして Hitachi Web Server または
Microsoft IIS を使用するか，インプロセス HTTP サーバを使用する必要があります。

4.2.1

Web アプリケーションのデプロイとアンデプロイ

Web アプリケーションは，デプロイすることによって，実行可能な状態になります。
WAR 形式の Web アプリケーションを実行可能な状態に配置するには，Web アプリケー
ションを EAR 形式にパッケージ化してアーカイブ形式の J2EE アプリケーションにする
か，または展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションにしてデプロイする必要が
あります。実行できる J2EE アプリケーションの形態の詳細については，
「7. J2EE ア
プリケーションの実行」を参照してください。
複数の Web アプリケーションのデプロイを実行した場合，Web アプリケーションごとに
独立のクラスローダが作成されます。このため，異なる Web アプリケーションで同一の
クラス名のクラス（Login サーブレットなど）を用いた場合でも，別々のクラスローダ
上で独立に扱われます。
なお，J2EE アプリケーションとしてデプロイした Web アプリケーションをアンデプロ
イする場合は，J2EE アプリケーションごとアンデプロイします。WAR 単位でアンデプ
ロイすることはできません。
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4.2.2

Web アプリケーションを実行する場合の留意事項

ここでは，Web アプリケーションを実行する場合の留意事項について説明します。

（1） サーブレット /JSP のデフォルトマッピングについて
クライアントがリクエストする URL に対してどのサーブレットが呼び出されるかの設定
をサーブレットマッピングといいます。Java Servlet Specification v2.4 では，サーブ
レットマッピングを DD（WEB-INF/web.xml）内に記述するように求めています。
これに対して，Web コンテナでデフォルトで定義されているマッピングをデフォルト
マッピングといいます。Web コンテナでは，次に示すマッピングをデフォルトで定義し
ています。
表 4-2 Web コンテナで定義されているサーブレット /JSP のデフォルトマッピング
URL

取り扱い

*.jsp

JSP ファイルとして取り扱われます。

*.jspx

JSP ドキュメントとして取り扱われます。なお，Servlet 2.2 および Servlet 2.3
の場合は静的コンテンツとして扱われます。

/servlet/*

URL の「*」の部分には，サーブレットの完全修飾クラス名，または web.xml
で定義したサーブレット名を指定できます。サーブレットの完全修飾クラス名を
指定した場合，指定したサーブレットが実行されます。サーブレット名を指定し
た場合，web.xml で定義したサーブレットが実行されます。
実行するサーブレットのクラスは，WEB-INF/classes 以下，または WEB-INF/
lib 以下に配置された JAR ファイルに含まれている必要があります。実行する
サーブレットは，サーブレット名から検索されます。
URL に指定された「*」の部分がサーブレット名として定義されていない場合，
サーブレットクラスが検索されます。

（2） DD（WEB-INF/web.xml）内のタグが設定されていない場合のデ
フォルト値について
Web コンテナでは，次に示すタグが DD（WEB-INF/web.xml）に設定されていない場
合，次に示すデフォルト値を使用します。
表 4-3 DD（WEB-INF/web.xml）内のタグが設定されていない場合のデフォルト値
タグ名

設定されていない場合のデフォルト値

welcome-file-list
<welcome-file-list>
<welcome-file>
index.jsp
</welcome-file>
<welcome-file>
index.html
</welcome-file>
<welcome-file>
index.htm
</welcome-file>
</welcome-file-list>
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タグ名

設定されていない場合のデフォルト値

session-timeout

30

mime-mapping

拡張子と MIME タイプとの対応づけ。

DD（WEB-INF/web.xml）にこれらのタグを設定している場合には，次の設定となりま
す。
• <welcome-file-list> タグに設定された値で，デフォルト値を上書きします。
• <session-timeout> タグに設定された値で，デフォルト値を上書きします。
• <mime-mapping> タグに定義した拡張子単位の設定で，デフォルト値を拡張子単位に
上書きします。
なお，DD（WEB-INF/web.xml）の mime-mapping タグにデフォルトで設定されている
拡張子と MIME タイプの対応づけについては，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

（3） サーブレットのインスタンス作成数
Web アプリケーション単位に同じクラスのサーブレットのインスタンスを一つ作成しま
す。SingleThreadModel を継承したサーブレットのインスタンスも，一般のサーブレッ
トと同様に Web アプリケーション単位に一つ作成します。
ただし，同一のサーブレットおよび JSP に対して，デフォルトのマッピングと DD に記
述したマッピングの両方でアクセスすると，インスタンスは次のように生成されます。
表 4-4 デフォルトマッピングと DD に記述したマッピングの両方でアクセスする場合の
インスタンスの生成
URL
*.jsp

インスタンス
DD に記述したマッピングでアクセスした場合とは別のインスタンスが生成され
ます。

*.jspx
/servlet/*

• サーブレットの完全修飾クラス名を指定した場合
DD に記述したマッピングでアクセスした場合とは別のインスタンスが生成さ
れます。
• web.xml で定義したサーブレット名を指定した場合
DD に記述したマッピングでアクセスした場合と同じインスタンスが生成され
ます。

また，SingleThreadModel を継承した単一のサーブレットに対して，Web アプリケー
ション単位にリクエストが並列に複数到着した場合，各スレッドがオーバラップしない
で 1 スレッドずつ順に実行するように制御します。
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（4） サーブレットの init メソッドおよび service メソッドの実行のタイ
ミング
サーブレットの init メソッドおよび service メソッドの実行のタイミングは，デフォルト
マッピングかサーブレットマッピングかによって異なります。
• デフォルトマッピングでサーブレットにアクセスした場合
サーブレットの init メソッドおよび service メソッドは，該当する URL にマッピング
されているフィルタの処理の延長で，実行されます。
• サーブレットマッピングでサーブレットにアクセスした場合
init メソッドはフィルタの処理の前に，実行されます。service メソッドは，該当する
URL にマッピングされたフィルタの処理の延長で，実行されます。

（5） レスポンス送信時に使用されるサーブレットのバッファ
レスポンス送信時に使用されるサーブレットのバッファは，リクエスト処理スレッドの
数だけ保持されます。javax.servlet.ServletResponse の setBufferSize メソッドを使用し
てバッファサイズを変更する場合は，バッファサイズ×リクエスト処理スレッド数分の
メモリが確保されることを考慮した上で，メモリ使用量を見積もってください。

（6） クエリ文字列の解析について
クエリ文字列は，URL の ? マーク以降に，" 名前 = 値 " の組が一つ以上組み合わさって
構成されます。
Cosminexus では，" 名前 = 値 " の部分に複数の "=" がある場合，最初の "=" より前の文
字列が名前，後ろの文字列が値となります。例えば，URL が「http://host/
examples?a=b=c」の場合は，
「名前 "a" の値は "b=c"」と解析されます。

4.2.3

Web アプリケーションでのアノテーション指定

Web アプリケーションにはアノテーションを指定できます。アノテーションとは，Web
アプリケーションが依存しているリソースやほかの Enterprise Bean への参照を取得す
るために使用する記述方式で，Servlet 2.4 の場合に指定できます。なお，Servlet 2.3 以
前のバージョンの web.xml がある場合，アノテーションの指定は無効になります。

（1） 指定できるアノテーション
Web アプリケーションに指定できるアノテーションは次のとおりです。
• @Resource
• @Resources
• @EJB
• @EJBs
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ポイント
@Resource アノテーションで指定できるリソースのタイプについては，
「5.2.5(1)
@Resource アノテーションで指定できるリソースのタイプ」を参照してください。

なお，@EJB および @Resource アノテーションの name 属性は，web.xml のタグの要素
と対応しています。このため，アノテーションで Enterprise Bean およびリソースへの
参照を定義する場合は，@EJB および @Resource アノテーションの name 属性と，
name 属性に対応する web.xml のタグに指定する要素は，重複しないように設定してく
ださい。name 属性に対応する web.xml のタグを次の表に示します。
表 4-5 name 属性に対応する web.xml のタグ
name 属性に対応する web.xml のタグ

アノテーションと属性
@EJB

name()

<ejb-ref> タグ下の <ejb-ref-name> タグ
<ejb-local-ref> タグ下の <ejb-ref-name> タグ

@Resource name()

<env-entry> タグ下の <env-entry-name> タグ
<resource-ref> タグ下の <res-ref-name> タグ
<resource-env-ref> タグ下の <resource-env-ref-name> タグ

参考
Web アプリケーションのアノテーション指定時の注意は，Enterprise Bean にアノテーショ
ンを指定するときの注意と同じになります。Enterprise Bean のアノテーション指定につい
ては，「5.2.4

Enterprise Bean のアノテーション指定」もあわせて参照してください。

（2） DI を使用する Web アプリケーションのリロード
DI を使用する Web アプリケーションのリロード時には，例外が発生することがありま
す。例外が発生する場合を次に示します。
• DI ターゲット（DI 機能を使用して参照を注入する対象）を定義しているクラス，ま
たは参照先クラスのロードに失敗した場合
• DI ターゲット名に対応したフィールド，メソッドがリロード後に削除されて，存在し
ない場合
例外が発生すると，メッセージログに KDJE53904-W のメッセージが出力され，処理が
続行されます。処理は続行されますが，対象となるインスタンスに対する DI が実行でき
ない状態になり，対象のインスタンスへのリクエストが実行できなくなります。このた
め，このメッセージが出力された場合は，Web アプリケーションを修正して再度リロー
ドを実施してください。
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（3） Web アプリケーションのアノテーション参照抑止
Cosminexus は，Servlet2.4 仕様に基づいた Web アプリケーションでもアノテーション
を使用できます。しかし，アノテーションの有無を判断するために Web アプリケーショ
ンを解析するため，アノテーションを使用していない場合でも解析によるオーバーヘッ
ドが大きくなります。アノテーションを使用しない場合は，アノテーション参照抑止機
能を使用することで解析によるオーバーヘッドを減らすことができます。アノテーショ
ン参照抑止機能は，J2EE サーバ単位で設定できます。アノテーション参照抑止機能につ
いては，「5.2.7

アノテーションの参照抑止」を参照してください。

（4） インポート時の注意
WAR ファイルから EJB-JAR ファイルを参照している場合，WAR ファイルと EJB-JAR
ファイルの両方を含んだアプリケーションにしてからインポートしてください。ただし，
参照するインタフェースを WAR ファイルに含めている場合は，WAR ファイルを個別に
インポートすることもできます。
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4.3 インプロセス HTTP サーバによるリクエ
ストの受け付け
インプロセス HTTP サーバは，J2EE サーバのプロセス内で提供される Web サーバ機能
です。
Web サーバを経由しないで，HTTP リクエストを J2EE サーバのプロセスが直接受信す
ることによって，Web サーバ連携時よりも優れた処理性能で Web サーバの機能を利用で
きます。このため，性能を重視したシステムでは，インプロセス HTTP サーバを使用す
ることを推奨します。
ただし，Hitachi Web Server および Microsoft IIS と比べて提供機能に差異があるため，
機能差異を確認した上で，インプロセス HTTP サーバを使用するかどうか検討してくだ
さい。また，インプロセス HTTP サーバと Web サーバ連携機能を同時に使用することは
できません。システム設計時に，あらかじめどちらの機能を使用するか選択しておく必
要があります。選択の指針については，マニュアル「Cosminexus システム設計ガイ
ド」を参照してください。
なお，インプロセス HTTP サーバを使用する場合，次のことが前提となります。
• インプロセス HTTP サーバは不正アクセスが想定される外部ネットワークからのアク
セスが可能な DMZ に配置しないで，ファイアウォール内の内部ネットワークに配置
する必要があります。インターネットなどの外部ネットワークからアクセスされるシ
ステムでは，DMZ にプロキシサーバを配置して，内部ネットワークのインプロセス
HTTP サーバに転送するようにシステムを構築する必要があります。インプロセス
HTTP サーバを使用する場合のシステム構成については，マニュアル「Cosminexus
システム設計ガイド」を参照してください。
• インプロセス HTTP サーバでは，HTTP だけがサポートされています。HTTPS はサ
ポートされていません。HTTPS を使用する場合，SSL アクセラレータ，または
Hitachi Web Server のリバースプロキシを使用することが前提となります。
• インプロセス HTTP サーバを使用してアクセスできるのは，J2EE サーバ上にデプロ
イされた Web アプリケーションだけです。なお，静的コンテンツだけをデプロイする
ことはできませんが，リダイレクトによるリクエストの振り分け，およびエラーペー
ジのカスタマイズを実行する場合だけ，Web アプリケーションに含まれない静的コン
テンツを指定できます。
インプロセス HTTP サーバの設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設
定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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ポイント
インプロセス HTTP サーバは，デフォルトでは使用しない設定になっています。

4.3.1

インプロセス HTTP サーバで使用できる機能

インプロセス HTTP サーバで使用できる機能と参照先を次の表に示します。
表 4-6 インプロセス HTTP サーバで使用できる機能と参照先
機能名

参照先

Web クライアントからの接続数とリクエスト処理スレッド数の制御
リクエストの流量制御

Web クライアントとの通信制御

Web クライアントからの同時接続数の制御

4.3.3

同時実行スレッド数の制御※

4.17，
4.18，
4.19，
4.20

Persistent Connection による通信制御

4.3.4

インプロセス HTTP サーバで設定できる通信
タイムアウト

4.3.5

インプロセス HTTP サーバで利用する IP アド

4.27

レスの指定
Web クライアントからのアクセス制御

Web クライアントへのレスポンスのカス
タマイズ

4.3.2

※

アクセスを許可するホストの制限

4.3.6

リクエストデータのサイズ制限

4.3.7

有効な HTTP メソッドの制限

4.3.8

HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズ

4.3.9

エラーページのカスタマイズ

4.3.10

リダイレクトによるリクエストの振り分け

4.3.11

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知※

4.26

ログ・トレースの出力

4.3.12

注※
インプロセス HTTP サーバを使用しない場合（Web サーバ連携機能を使用する場合）との機能
差異はありません。

4.3.2

Web クライアントからの接続数とリクエスト処理ス
レッド数の制御

ここでは，Web クライアントからの接続数の制御と，リクエスト処理スレッド数の制御
について説明します。
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インプロセス HTTP サーバでは，一度に接続できる Web クライアントの数を設定するこ
とで，インプロセス HTTP サーバで作成するリクエスト処理スレッド数を制御できます。
また，処理を実行していないリクエスト処理スレッドを予備スレッドとして一定数プー
ルしておくことで，リクエスト処理スレッドの追加・削除に掛かる処理を最小限に抑え
られます。
このように，Web クライアントからの接続数とリクエスト処理スレッド数を制御して，
リクエスト処理スレッド数を最適化することによって，J2EE サーバの負荷を一定に抑
え，安定した高いスループットを維持できます。
Web クライアントからの接続数の制御とリクエスト処理スレッド数の制御について説明
します。

（1） Web クライアントからの接続数の制御
インプロセス HTTP サーバでは，一度に接続する Web クライアントやプロキシサーバの
数の最大値を設定して，リクエスト処理スレッド数を制御します。インプロセス HTTP
サーバでは Web クライアントからの接続数分のリクエスト処理スレッドを作成するた
め，Web クライアントからの接続数の最大値は，インプロセス HTTP サーバで作成する
リクエスト処理スレッド数の上限となります。
なお，クライアントからの接続要求は，TCP/IP の Listen キューに登録されて，リクエ
スト処理スレッドに渡されます。接続数の上限を超えたクライアントからの接続要求は，
Listen キューに蓄えられます。Listen キューに蓄えられたクライアントからの接続要求
が指定した最大値を超えた場合，クライアントはサーバへの接続に失敗します。
Web クライアントからの接続数の制御の概要を次の図に示します。
図 4-1 Web クライアントからの接続数の制御の概要
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（2） リクエスト処理スレッド数の制御
インプロセス HTTP サーバでは，起動時にリクエスト処理スレッドを作成したあと，リ
クエスト処理スレッドの状態，およびスレッド数を定期的に監視します。インプロセス
HTTP サーバにリクエストが集中している場合は，リクエスト処理スレッドを追加して
十分な予備スレッドをプールしておき，リクエストが少ない場合は余分にプールしてい
る予備スレッドを削除します。
リクエスト処理スレッド数の制御は次のように実行します。
1. J2EE サーバ起動時に，指定した数分のリクエスト処理スレッドを作成します。
2. J2EE サーバの稼働中はリクエスト処理スレッド数を監視します。
3. 監視のタイミングで，予備スレッド数が指定した最小値より少ない場合は，リクエス
ト処理スレッドを追加して予備スレッドとしてプールします。また，予備スレッド数
が指定した最大値より多い場合は，余分な予備スレッドを削除します。
なお，J2EE サーバ起動時に作成したスレッド数を維持することもできます。起動時
に作成したスレッド数を維持する場合，リクエスト処理スレッドと予備スレッドの総
数が起動時に作成したスレッド数以下の場合，予備スレッド数が最大値を超えていて
も予備スレッドは削除されません。例えば，起動時に作成したスレッド数が 8 で，予
備スレッド数の最大値が 5 の場合，リクエスト処理スレッドが 2 で，予備スレッド数
が 6 のときは，予備スレッドは削除されません。

（3） リクエスト処理スレッド数の遷移例
リクエスト処理スレッド数の遷移について，例を使用して説明します。
● 遷移例 1
次の内容が設定されていることとします。
• Web クライアントからの最大接続数：15
• Listen キューの登録数：100
• J2EE サーバ起動時に作成するリクエスト処理スレッド数：8
• 予備スレッドの最小値：5
• 予備スレッドの最大値：10
• J2EE サーバ起動時に作成したスレッド数の維持：無効
リクエスト処理スレッド数の遷移例を次の図に示します。
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図 4-2 リクエスト処理スレッド数の遷移例

図中の項番 1 〜 7 について説明します。
1. J2EE サーバ起動時に，指定した数分（8 スレッド）のリクエスト処理スレッドを
作成します。
2. 4 リクエストを受信した時点で，予備スレッドが 4 スレッドとなり，最小値より少
ないため 1 スレッド追加します。
3. 4 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッドが 9 スレッドとなり，最大値
より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
4. 14 リクエストを受信した時点で，予備スレッド数が最小値より少なくなっていま
すが，Web クライアントからの最大接続数に達しているため，予備スレッドを 1
スレッドだけ追加します。
5. 13 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッド数が最大値を超えているた
め，4 スレッド削除します。
6. 7 リクエストを受信した時点で，予備スレッド数が最小値より少ないため，2 ス
レッド追加します。
7. 8 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッド数が最大値を超えているた
め，3 スレッド削除します。
● 遷移例 2
予備スレッドの最大値を Web クライアントからの接続数の最大値と同じ値にすること
によって，一度作成したリクエスト処理スレッドを削除しないで使い続けることがで
きます。
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予備スレッドの最大値を Web クライアントからの接続数の最大値と同じ値にした場合
のリクエスト処理スレッド数の遷移例について説明します。
なお，ここでは，次の内容が設定されていることとします。
• Web クライアントからの接続数の最大値：15
• Listen キューの登録数の最大値：100
• J2EE サーバ起動時に作成するリクエスト処理スレッド数：8
• 予備スレッドの最小値：5
• 予備スレッドの最大値：15
• J2EE サーバ起動時に作成したスレッド数の維持：無効
予備スレッドの最大値を Web クライアントからの接続数の最大値と同じ値にした場合
のリクエスト処理スレッド数の遷移例を次の図に示します。
図 4-3 予備スレッドの最大値を Web クライアントからの接続数の最大値と同じ値にし
た場合のリクエスト処理スレッド数の遷移例

図中の項番 1 〜 7 について説明します。
1. J2EE サーバ起動時に，指定した数分（8 スレッド）のリクエスト処理スレッドを
作成します。
2. 4 リクエストを受信した時点で，予備スレッドが 4 スレッドとなり，最小値より少
ないため 1 スレッド追加します。
3. 4 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッドが 9 スレッドとなり，最大値
より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
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4. 14 リクエストを受信した時点で，予備スレッド数が最小値より少なくなっていま
すが，リクエスト処理スレッドの総数が Web クライアントからの接続数の最大値
を超えないように，予備スレッドを 1 スレッドだけ追加します。
5. 13 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッドが 14 スレッドとなりました
が，最大値より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
6. 7 リクエストを受信した時点で，予備スレッドが 7 スレッドとなりましたが，最大
値より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
7. 8 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッド数が 15 スレッドとなりまし
たが，最大値より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
● 設定例 3
サーバ起動時に作成されたスレッド数を維持する場合のリクエスト処理スレッド数の
遷移例について説明します。
なお，ここでは，次の内容が設定されていることとします。
• Web クライアントからの接続数の最大値：15
• Listen キューの登録数の最大値：100
• J2EE サーバ起動時に作成するリクエスト処理スレッド数：8
• 予備スレッドの最小値：3
• 予備スレッドの最大値：5
• J2EE サーバ起動時に作成したスレッド数の維持：有効
サーバ起動時に作成されたスレッド数を維持する場合のリクエスト処理スレッド数の
遷移例を次の図に示します。
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図 4-4 J2EE サーバ起動時に作成したスレッドを維持する場合のリクエスト処理スレッ
ド数の遷移例

図中の項番 1 〜 8 について説明します。
1. J2EE サーバ起動時に，指定した数分（8 スレッド）のリクエスト処理スレッドを
作成します。
2. 6 リクエストを受信した時点で，予備スレッドが 2 スレッドとなり，最小値より少
ないため 1 スレッド追加します。
3. 6 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッドが 9 スレッドとなり，最大値
を超えていますが，サーバ起動時に作成したスレッド数を維持するため，1 スレッ
ドだけ削除します。
4. 14 リクエストを受信した時点で，予備スレッド数が最小値より少なくなっていま
すが，リクエスト処理スレッドの総数が Web クライアントからの接続数の最大値
を超えないように，予備スレッドを 1 スレッドだけ追加します。
5. 7 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッドが 8 スレッドとなり，最大値
を超えたため，3 スレッド削除します。
6. 3 リクエストを受信した時点で，予備スレッドが 2 スレッドとなり，最小値より少
ないため，1 スレッド追加します。
7. 1 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッド数が 4 スレッドとなりました
が，最大値より少なく，最小値より多いため現状を維持します。
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8. 9 リクエストの処理が終了した時点で，予備スレッド数が 13 スレッドとなり，最
大値より多くなっていますが，J2EE サーバ起動時のスレッド数を維持するため，
5 スレッドだけ削除します。

4.3.3

Web クライアントからの同時接続数の制御

ここでは，Web クライアントからの同時接続数の制御について説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，Web クライアントからの最大接続数の設定とあわせ
て，接続を拒否するリクエスト数を設定することによって，Web クライアントからの同
時接続数を制御します。
Web クライアントからの接続数の増加や，J2EE アプリケーションなどの影響で J2EE
サーバの負荷が高くなった場合に，Web クライアントからのリクエストの受け付けを拒
否して，即座にエラーを返すことで，Web クライアントは即座にレスポンスを受信でき
ます。これによって，J2EE サーバの負荷を一定に抑え，リクエストに対するレスポンス
タイムを維持します。
Web クライアントからの同時接続数の制御の概要を，次の図に示します。
図 4-5 Web クライアントからの同時接続数の制御の概要

例えば，Web クライアントからの最大接続数を 40 として，接続を拒否するリクエスト数
を 1 とする場合，インプロセス HTTP サーバに接続し同時にリクエストを処理できる
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Web クライアントの数は 39 となります。リクエスト処理中のスレッド数が 39 になる
と，残りの 1 スレッドは処理中のリクエスト処理スレッド数が減るまで受信したリクエ
ストに対してエラーを返し続けます。Web クライアントからの同時接続数の制御の例を
次の図に示します。
図 4-6 Web クライアントからの同時接続数の制御の例

Web クライアントからの同時接続数の制御によって，接続を拒否したリクエストに対し
ては，ステータスコード 503 のエラーを Web クライアントに返します。このときクライ
アントに返すエラーページをカスタマイズすると，レスポンスメッセージのカスタマイ
ズや，ほかのサーバへのリダイレクトができます。
Web クライアントへのレスポンスのカスタマイズ（インプロセス HTTP サーバの場合）
の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくださ
い。

！

注意事項
フレームを使用したページや，画像を挿入したページを表示する際，Web クライアントから
複数のリクエストを受信する場合があります。その場合，Web クライアントからの同時接続
数の制御によって表示されるページが部分的にエラーになることがあります。

4.3.4

Persistent Connection による通信制御

ここでは，Persistent Connection による通信制御について説明します。
Persistent Connection は，Web クライアントとインプロセス HTTP サーバ間で確立した
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TCP コネクションを持続して，複数の HTTP リクエスト間で使用し続けるための機能で
す。Persistent Connection を使用することによって，Web クライアントと Web サーバ
間でのコネクション接続に掛かる時間を短縮し，処理時間の短縮と通信トラフィックの
軽減を図れます。
インプロセス HTTP サーバでは，次に示す項目を設定することで，Persistent
Connection による通信制御を実現します。
● Persistent Connection 数の上限値
Persistent Connection 数の上限値を設定することで，一つの TCP コネクションで連
続してリクエストを処理できる Web クライアント数を制御します。TCP コネクショ
ン数が指定した上限値を超えた場合，リクエスト処理終了後に切断します。これに
よって，新規リクエストを処理するスレッドが確保でき，リクエスト処理スレッドを
特定のクライアントに専有されることを防げます。
● Persistent Connection のリクエスト処理回数の上限値
Persistent Connection のリクエスト処理回数の最大値を設定することで，同じ Web
クライアントから連続してリクエスト要求があった場合の処理を制御します。
Persistent Connection のリクエスト処理回数が指定した上限値を超えた場合，リクエ
スト処理終了後にコネクションを切断します。これによってリクエスト処理スレッド
を特定のクライアントに専有し続けられることを防げます。
● Persistent Connection のタイムアウト
Persistent Connection のリクエスト待ち時間にタイムアウトを設定することで，
Persistent Connection のリクエスト待ち時間を制御します。指定したタイムアウト時
間を超えてリクエスト処理要求がない場合は，TCP コネクションを切断します。これ
によって，使用されていない状態で TCP コネクションが専有され続けることを防げま
す。
なお，コネクションを切断された Web クライアントは，接続のリトライを実行して，再
度リクエストを送信します。

4.3.5 インプロセス HTTP サーバで設定できる通信タイムア
ウト
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，Web クライアントとインプロセス HTTP
サーバ間での，リクエスト受信およびレスポンス送信に，通信タイムアウトを設定でき
ます。ネットワークの障害やアプリケーションの障害などが発生し応答待ち状態になっ
た場合，通信タイムアウトを設定していると，タイムアウトの発生によって障害の発生
を検知できます。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，次に示す図中の二つの矢印が示す通信に対
してタイムアウトを設定します。
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図 4-7 タイムアウトを設定できる通信（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）

図に示すように，通信タイムアウトはリクエスト受信とレスポンス送信に対して設定し
ます。通信タイムアウトの設定について，リクエストの受信とレスポンスの送信に分け
て説明します。
なお，Web クライアントからのリクエスト受信，および Web クライアントへのレスポン
ス送信でタイムアウトが発生した場合，Web クライアントまたはネットワークで障害が
発生したと見なされて，Web クライアントとの接続が切断されるため，レスポンスは返
されません。

（1） リクエスト受信時の通信タイムアウト設定
リクエスト受信時の通信タイムアウトの設定場所を次の図に示します。
図 4-8 リクエスト受信時の通信タイムアウトの設定場所（インプロセス HTTP サーバを
使用する場合）

インプロセス HTTP サーバを使用する場合，Web クライアントとインプロセス HTTP
サーバ間の通信に，タイムアウトを設定します。
Web クライアントとインプロセス HTTP サーバ間の通信にタイムアウトを設定すること
によって，クライアント側で次に示す障害が発生したことを検知できます。
• Web クライアントが稼働するホストがダウンした
• Web クライアントとインプロセス HTTP サーバ間でネットワーク障害が発生した
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• クライアントアプリケーションで障害が発生した

（2） レスポンス送受信時の通信タイムアウト設定
レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定場所を次の図に示します。
図 4-9 レスポンス送信時の通信タイムアウトの設定場所（インプロセス HTTP サーバを
使用する場合）

インプロセス HTTP サーバを使用する場合，インプロセス HTTP サーバと Web クライ
アント間の通信に，タイムアウトを設定します。
インプロセス HTTP サーバと Web クライアント間の通信にタイムアウトを設定すること
によって，次に示す障害を検知できます。
• Web クライアントが稼働するホストがダウンした
• Web クライアントとインプロセス HTTP サーバ間でネットワーク障害が発生した
• クライアントアプリケーションで障害が発生した

4.3.6 アクセスを許可するホストの制限によるアクセス制御
ここでは，アクセスを許可するホストの制限によるアクセス制御について説明します。
J2EE サーバへの不正アクセスを防ぐため，アクセスできるホストを制限できます。デ
フォルトでは，全ホストからのアクセスが可能な状態になっています。
ホストを制限するには，アクセスを許可するホストの，ホスト名，または IP アドレスを
設定します。このとき，ホスト名や IP アドレスの代わりにアスタリスク（*）を指定す
ると，全ホストからのアクセスを許可する設定になります。アクセスを許可するホスト
をホスト名で指定した場合，J2EE サーバ起動時にホスト名が解決されます。なお，ロー
カルホストは明記しなくても常にアクセスが許可されます。通常，外部ネットワークか
らアクセスされるシステムでは，プロキシサーバの IP アドレスを指定します。
アクセスを許可するホストをホスト名で指定した場合の注意事項を次に示します。
注意事項
• hosts ファイル，または DNS などでホスト名を解決できるようにする必要があり
ます。解決できない場合はデフォルトの設定でサーバが起動されます。
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• ホスト名の解決を J2EE サーバの起動時にするため，サーバの起動に時間が掛か
ることがあります。また，起動後に変更された IP アドレスは反映されないことが
あります。

4.3.7

リクエストデータのサイズの制限によるアクセス制御

ここでは，リクエストデータのサイズの制限によるアクセス制御について説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，一定のサイズ以下のリクエストデータだけを受け付け
ることによって，不正なリクエストデータの受け付けを拒否し，サーバへの負荷を抑え，
安定した稼働を維持できます。
インプロセス HTTP サーバでは，次に示す項目を設定することで，リクエストデータの
サイズ制限によるアクセス制御を実現します。
● リクエストラインの長さの制限
リクエストラインの長さの上限値を設定することで，アクセスを制御します。リクエ
ストラインの長さには，HTTP メソッド，URI（クエリ文字列を含む）
，HTTP の
バージョン，およびリクエストラインの終わりを示す改行文字（2 バイト）が含まれ
ます。
受信したリクエストラインの長さが上限値を超えた場合，Web クライアントに対し
て，ステータスコード 414 のエラーを返します。
● HTTP ヘッダ数の制限
HTTP リクエストに含まれる HTTP ヘッダ数の上限値を設定することで，アクセスを
制御します。
受信した HTTP リクエストに含まれる HTTP ヘッダ数が上限値を超えた場合，Web
クライアントに対してステータスコード 400 のエラーを返します。
● リクエストヘッダサイズの制限
HTTP リクエストのリクエストヘッダのサイズに上限値を設定することによって，ア
クセスを制御します。
受信した HTTP リクエストの HTTP ヘッダのサイズが上限値を超えた場合，Web ク
ライアントに対してステータスコード 400 のエラーを返します。
● リクエストボディサイズの制限
HTTP リクエストのボディサイズに上限値を設定することによって，アクセスを制御
します。インプロセス HTTP サーバでは，リクエストヘッダに含まれる
Content-Length ヘッダの値で判断します。
HTTP リクエストのボディサイズが上限値を超えた場合，Web クライアントに対して
ステータスコード 413 のエラーを返します。
なお，チャンク形式でリクエストボディが送信された場合，サーブレット内部では指
定された上限値までのデータを読み込みます。上限値を超えるとサーブレットで例外
（IOException）が発生しますが，サーブレットの処理は続行されます。リクエストを
送信したクライアントには，指定された上限値までのデータを読み込んだ結果に基づ

110

4. Web コンテナ

いて，アプリケーションが作成したレスポンスを返します。

ポイント
SSL アクセラレータや負荷分散機などのゲートウェイ機器や，プロキシサーバを配置してい
て，ゲートウェイ機器やプロキシサーバにリクエストデータサイズの制御機能がある場合
は，その制御機能の設定値以下の値を設定する必要があります。

4.3.8 有効な HTTP メソッドの制限によるアクセス制御
ここでは，有効な HTTP メソッドの制限によるアクセス制御について説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，HTTP リクエストで有効な HTTP メソッドを制限する
ことによって，無効な HTTP メソッドを含むリクエストの受け付けを拒否します。これ
によって，サーバ上のリソースへの不正アクセスを防止できます。デフォルトでは，
DELETE メソッド，HEAD メソッド，GET メソッド，OPTIONS メソッド，POST メ
ソッド，および PUT メソッドの使用を許可しています。
HTTP メソッドを制限するには，有効な HTTP メソッドのメソッド名を設定します。こ
のとき，メソッド名の代わりにアスタリスク（*）を指定すると，すべてのメソッドの使
用を許可する設定になります。
無効な HTTP メソッドを含むリクエストを受信した場合，Web クライアントに対してス
テータスコード 405 のエラーを返します。
なお，静的コンテンツに対して OPTIONS メソッドを含むリクエストを送信した場合，
レスポンスに含まれる Allow ヘッダには静的コンテンツに対してデフォルトで有効なメ
ソッド（GET メソッド，POST メソッド，TRACE メソッド，および OPTIONS メソッ
ド）から，インプロセス HTTP サーバで無効なメソッドを除いたメソッドが返されます。
サーブレット /JSP の場合，Web アプリケーションの実装に依存します。

4.3.9

HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズ

ここでは，HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズについて説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，HTTP レスポンスの Server ヘッダに自動設定する情
報をカスタマイズできます。デフォルトでは，
「CosminexusComponentContainer」が
自動設定されます。
Server ヘッダに自動設定する値は，RFC2616 に規定されている値を使用する必要があ
ります。サーブレット /JSP で Server ヘッダを使用する設定にしている場合はその設定
が優先されます。
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4.3.10

エラーページのカスタマイズ

クライアントから，存在しないリソースへのアクセスなどがあると，インプロセス
HTTP サーバはエラーステータスコードとエラーページを返し，クライアントにはイン
プロセス HTTP サーバが生成したエラーページが表示されます。インプロセス HTTP
サーバでは，このエラーページの代わりに，ユーザが作成したページをクライアントに
表示させることができます。これを，エラーページのカスタマイズと呼びます。
インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズを利用することで，特定
のステータスコードに対応するエラーページのカスタマイズや，リクエスト URL に対応
するエラーページのカスタマイズを Web コンテナ単位にまとめて制御できます。また，
次に示すような Web アプリケーションによるエラーページのカスタマイズが実行できな
い場合でも，エラーページをカスタマイズできます。
• リクエストに対応するコンテキストがない場合（ステータスコード 404）
• 停止処理中のコンテキストでリクエスト処理を実行しようとした場合（ステータス
コード 503）
• インプロセス HTTP サーバがエラーステータスコードを返す場合
インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータスコード，およびエラーページのカス
タマイズの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照し
てください。
インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズを実行する場合，
javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの sendError メソッドを使用し
てレスポンスのステータスコードを設定する必要があります。なお，setStatus メソッド
を使用した場合（JSP で setStatus メソッドを使用した場合など），インプロセス HTTP
サーバによるカスタマイズが実行されないことがあります。ただし，sendError メソッ
ドを使用しても，Web アプリケーションが次に示すどちらかの条件に該当する場合，イ
ンプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズは実行されません。
• sendError メソッドの実行時に例外が発生した場合
• Web アプリケーションでエラーページのカスタマイズの設定をしていて，エラー発生
時にその設定によるエラーページの実行が正常終了した場合※
注※
エラーページの実行が正常終了した場合とは，次の条件を満たす場合のことです。
• エラーページで catch されない例外が発生していない。
• ステータスコードが 400 〜 599 以外で終了している。

（1） インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズ
インプロセス HTTP サーバでは，次に示すエラーページのカスタマイズができます。
● ステータスコードに対応するエラーページのカスタマイズ
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ステータスコード 400 番台，500 番台に対応するエラーページをカスタマイズできま
す。
ステータスコードに対応するエラーページをカスタマイズすることによって，ステー
タスコードに対応するファイルの送信と，ステータスコードに対応するリダイレクト
を実行できます。
• ステータスコードに対応するファイルの送信
カスタマイズするステータスコードに対して，レスポンスボディとして特定のファ
イルをクライアントに返すことができます。この場合，レスポンスの Content-Type
ヘッダの値を指定します。
なお，リクエスト処理時にファイルの読み込みに失敗した場合，デフォルトのエ
ラーページが使用されます。
• ステータスコードに対応するリダイレクト
カスタマイズするステータスコードに対して，特定の URL にリダイレクトするこ
とができます。リダイレクトする場合，レスポンスのステータスコードに 302 を設
定して，Location ヘッダにリダイレクト URL を指定します。
ステータスコードに対応するファイルを送信する場合，リダイレクトは実行できま
せん。
● リクエスト URL に対応するエラーページのカスタマイズ
リクエスト URL を指定して，特定の URL のエラーページをカスタマイズできます。
リクエスト URL を指定した場合，指定した URL と一致するリクエスト処理でエラー
が発生した場合だけ，カスタマイズしたエラーページをクライアントに返します。

（2） 注意事項
インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズに関する注意事項を次に
示します。
• HTTP レスポンスが HTML ファイルの場合，その HTML からほかのファイル（画像
ファイルなど）を参照していると，エラーページが正しく表示されない場合がありま
す。
• ブラウザの設定によっては，ステータスコードがエラーを示し，レスポンスボディの
サイズが小さい場合，レスポンスボディがブラウザ固定のメッセージに置き換えられ
て表示されることがあるため注意してください。特にエラーページをカスタマイズし
なかった場合に表示されるデフォルトのエラーページは，レスポンスボディのサイズ
が小さいため注意してください。
• リダイレクト URL の指定値とリクエスト URL の指定値が一致して，リダイレクト後
に同じエラーステータスが発生すると，クライアントによってはリダイレクトを実行
し続けることがあるため注意してください。
• ステータスコードに対応するリダイレクトを実施する場合，エラー発生時にリクエス
ト URL に付加されていたクエリ文字列はリダイレクト URL に付加されません。ま
た，URL の書き換えによるセッション管理をしている場合，エラーの発生したページ
と同じ Web アプリケーション内へのリダイレクトを実施してもセッションを引き継ぐ
ことはできません。
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4.3.11 リダイレクトによるリクエストの振り分け
ここでは，リダイレクトによるリクエストの振り分けについて説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，HTTP リクエストに含まれる URL パターンによって
リクエストを振り分けます。また，振り分けたリクエストに対するレスポンスをカスタ
マイズしてクライアントに返すこともできます。
URL パターンによるリクエストの振り分けと，レスポンスのカスタマイズの処理につい
て説明します。また，リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定の概要について
も説明します。

（1） URL パターンによるリクエストの振り分け
インプロセス HTTP サーバでは，インプロセス HTTP サーバあての HTTP リクエスト
のうち，特定の URL へのリクエストを，指定した Web コンテナに振り分けて処理させ
ることができます。これによって，システム構成の変更などの理由で Web アプリケー
ションを別な J2EE サーバに移動する場合に，変更前の URL へのリクエストを，変更後
の URL に転送できます。
また，インプロセス HTTP サーバでのリダイレクトによる振り分けでは，特定の Web ア
プリケーション，および Web アプリケーション内の特定のサーブレット /JSP に対する
リクエストを，一時的にほかの Web サーバにリダイレクトする場合にも使用できます。
インプロセス HTTP サーバでは，リクエストされたサーブレット /JSP などのリソース
が実際にあるかどうかに関係なく，リダイレクトを実行します。リダイレクトは，サー
ブレット /JSP よりも優先されます。そのため，サーブレット /JSP へのリクエストがリ
ダイレクトされる URL と一致した場合，サーブレット /JSP は実行されません。

（2） レスポンスのカスタマイズ
特定の URL へのリクエストに対して，特定のファイルをレスポンスとして返すようにカ
スタマイズすることもできます。リダイレクトする URL へのリクエストに対するレスポ
ンスのステータスコードが 300 〜 307 の場合，レスポンスボディを自動生成してクライ
アントにレスポンスを返します。また，指定したファイルをレスポンスボディとして使
用することもできます。ファイルを指定する場合，レスポンスの Content-Type ヘッダも
あわせて指定します。
レスポンスボディが自動生成されるステータスコードの詳細，およびリダイレクトによ
るリクエストの振り分けの設定（インプロセス HTTP サーバの場合）については，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（3） 注意事項
リダイレクトによるリクエストの振り分けに関する注意事項を次に示します。
• HTTP レスポンスが HTML ファイルの場合，その HTML からほかのファイル（画像

114

4. Web コンテナ

ファイルなど）を参照していると，正しくブラウザに表示されない場合があります。
• リダイレクト URL の指定値とリクエスト URL の指定値が一致すると，クライアント
によってはリダイレクトを実行し続けることがあるため注意してください。
• URL の書き換えによるセッション管理をしている場合，Web アプリケーション内へ
のリダイレクトを実行してもセッションを引き継ぐことはできません。

4.3.12

ログ・トレースの出力

ここでは，インプロセス HTTP サーバが出力するログ・トレースについて説明します。
インプロセス HTTP サーバでは，アプリケーション開発のサポート，運用時の性能解析，
および障害発生時のトラブルシュートのために，次の表に示すログおよびトレースを出
力します。
表 4-7 インプロセス HTTP サーバが出力するログ・トレース
ログ・トレースの種類
アクセスログ

性能解析トレース

説明
Web クライアントからのリクエスト，およびレスポンスの処理結果を出
力します。Web クライアントとの通信の解析に使用します。
アクセスログを解析することによって，Web クライアントからリクエス
トされたファイルや，インプロセス HTTP サーバの性能情報，および
セッショントラッキング情報などを分析できます。
インプロセス HTTP サーバでリクエストを送受信するときの性能解析情
報や，障害発生時のトラブルシュートのための情報を出力します。
性能解析トレースは，CSV 形式などに変換して，ほかの J2EE サーバの
各機能が出力する性能解析情報とあわせて，システム全体のボトルネッ
クの解析などに使用できます。性能解析トレースの詳細については，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照してください。

スレッドトレース

保守用のトレースです。

通信トレース

保守用のトレースです。

4.3.13

インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータス
コード

クライアントからのリクエストのサイズが上限値を超えたり，値が不正だったりした場
合，インプロセス HTTP サーバはエラーステータスコードを返します。インプロセス
HTPP サーバが返すエラーステータスコードとエラーステータスコードを返す条件を次
の表に示します。
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表 4-8 インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータスコードと条件
エラーステータスコード

エラーステータスコードを返す条件

400

Bad Request

リクエストの状態が次のどれかの場合，エラーステータスコード 400
が返ります。
• リクエストの HTTP のバージョンが 1.1 で，Host ヘッダがない場
合
• リクエストの Host ヘッダのポート番号が不正な場合
• リクエストヘッダのサイズが上限値を超えた場合
• リクエストヘッダの数が上限値を超えた場合
• リクエスト URI が不正な場合
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が 2147483647 より大
きい，または 0 より小さい場合
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が数値以外の場合
• リクエストの Content-Length ヘッダが複数指定されている場合
• リクエストラインの HTTP のバージョンがサポートされていない
場合

403

Forbidden

web.xml の <transport-guarantee> 要素で，INTEGRAL または
CONFIDENTIAL が設定されているリソースに http でアクセスされ
た場合，エラーステータスコード 403 が返ります。

405

Method Not Allowed

許可しない HTTP メソッドからアクセスがあった場合，エラース
テータスコード 405 が返ります。

413

Request entity too large

リクエストボディのサイズが上限値を超えた場合，エラーステータ
スコード 413 が返ります。

414

Request-URI too large

リクエストラインの長さが上限値を超えた場合，エラーステータス
コード 414 が返ります。

500

Internal Server Error

リダイレクト機能によってステータスコード 200 でファイルを返す
際にファイルの読み込みに失敗した場合，エラーステータスコード
500 が返ります。

501

Not implemented

リクエストの transfer-encoding ヘッダの値が，サポートされていな
い場合に，エラーステータスコード 501 が返ります。

503

Service Unavailable

流量制御の上限を超えてリクエスト処理を実行しようとした場合，
エラーステータスコード 503 が返ります。
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4.4 セッション管理
セッション管理は，リクエストと Web クライアントを対応づけるための機能です。この
機能を使用すると，Web クライアントから，複数の Web ページにわたって同じ情報を引
き継いだ作業ができるようになります。
セッション管理機能は，次に示す場合にも利用されます。
• クラスタリングによる負荷分散機能を使用するときのクライアントの識別
• セキュリティ管理機能でのログイン済みクライアントの識別
セッション管理の方式として，Servlet 仕様では，Cookie を使用する方法と URL 書き換
えを使用する方法が明記されています。Cosminexus の Web コンテナでも，これらの方
式によってセッションを管理します。ただし，Servlet 仕様では，具体的な管理方式を明
記していない部分があります。このため，この節では，Servlet 仕様で明記されていない
セッションの管理方式について，Cosminexus でどのように管理するかを説明します。
また，Cosminexus の独自の機能である，次の 2 種類のセッション管理機能についても，
この節で説明します。
● HTTPSession オブジェクトの上限値の設定
● セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加

ポイント
HTTPSession オブジェクトの上限値の設定，およびセッション ID へのサーバ ID の付加
は，Cosminexus のセッションフェイルオーバ機能を使用する場合に前提になる機能です。
セッションフェイルオーバ機能については，「12. J2EE サーバ間のセッション情報の引き
継ぎ」を参照してください。

4.4.1 セッション情報を管理するオブジェクト
ここでは，セッション情報の管理に使用する HttpSession オブジェクトについて説明し
ます。

（1） HttpSession オブジェクトの管理方法
セッション情報は，Servlet API で規定されている HttpSession オブジェクトによって管
理される情報です。
セッション情報の管理が開始されるのは，次の時点です。
• サーブレットの場合は，HttpSession オブジェクトを参照した時点。
• JSP の場合は，ページへの参照が発生した時点（ただし，これはデフォルトの場合で
す）
。
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セッション情報の管理が開始されたあとで，同一の Web アプリケーション内のサーブ
レットに対して，同じブラウザプロセスからリクエストが送信されると，管理されてい
る内容の HttpSession オブジェクトがサーブレットに渡されるようになります。
ただし，実際にサーブレットに渡される HttpSession オブジェクトのインスタンスは，
リクエスト単位に異なります。つまり，同一セッションに属する一連のリクエストでは，
内容が同じでインスタンスが異なる HttpSession オブジェクトが渡される場合がありま
す。
このため，HttpSession オブジェクトに対する操作では，次の点に留意してください。
• HttpSession オブジェクトにアクセスする場合，リクエスト単位にインスタンスを取
得する必要があります。
• HttpSession オブジェクトへの参照を，複数のリクエストにわたってキャッシングし
ないでください。
• HttpSession オブジェクトに対して，java の synchronized キーワードでロックを掛
けても意味はありませんので，ロックは掛けないでください。

（2） HttpSession オブジェクトの保存期間
HttpSession オブジェクトは単一の JavaVM 内にだけ保存されています。このため，
サーブレットエンジンとして動作している JavaVM プロセス（J2EE サーバ）に障害が
発生した場合には，HttpSession オブジェクトが保持しているセッション情報は失われ
ます。
また，セッション情報は，正常・異常に関係なく J2EE サーバが終了すると失われます。
J2EE サーバが終了したあとにもセッション情報を保持しておきたい場合は，
Cosminexus の機能であるセッションフェイルオーバ機能を使用してください。セッ
ションフェイルオーバ機能については，「12.

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継

ぎ」を参照してください。

4.4.2

セッション ID の形式

ここでは，セッション情報の識別に使用するセッション ID の形式について説明します。
HttpSession オブジェクトは，セッション ID によって識別されます。
セッション ID の形式は，次の機能を使用しているかどうかで異なります。
• リダイレクタによる負荷分散機能
• セッション ID へのサーバ ID の付加機能
セッション ID は，J2EE サーバ内で一意であることが保証されています。ただし，複数
の J2EE サーバにわたって一意の値にする必要がある場合には，セッション ID にワーカ
名またはサーバ ID を追加して，複数の J2EE サーバにわたって一意になるように設定す
る必要があります。
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使用している機能ごとのセッション ID の形式を，次の図に示します。
図 4-10

セッション ID の形式

それぞれの場合について説明します。
● リダイレクタによる負荷分散機能とサーバ ID 付加機能のどちらも使用していない場合
セッション ID は，32 文字の英数字になります。この英数字は，一つの J2EE サーバ
内で一意な値になります。
● リダイレクタによる負荷分散機能を使用している場合
セッション ID は，32 文字の英数字，「.」
（ピリオド），およびワーカ名で構成されま
す。ワーカ名には，サーバごとに一意の名称を設定しておく必要があります。
リダイレクタによる負荷分散機能については，「4.23 Web サーバ（リダイレクタ）
によるリクエストの振り分け」のロードバランサを使用する場合の説明を参照してく
ださい。
● サーバ ID 付加機能を使用している場合（リダイレクタによる負荷分散機能を使用して
いないとき）
セッション ID は，32 文字の英数字およびサーバ ID で構成されます。サーバ ID に
は，サーバごとに一意の値を設定しておく必要があります。
サーバ ID 付加機能については，「4.4.5 セッション ID および Cookie へのサーバ ID
の付加」を参照してください。
なお，リダイレクタによる負荷分散機能を使用している場合，サーバ ID は付加され
ません。

4.4.3 セッションの管理方法
ここでは，セッションの管理方法について説明します。
Web コンテナでのセッションの管理方法には，HTTP Cookie を使用する方法と，URL
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書き換えを使用する方法の 2 種類があります。
Web コンテナは，セッションがどの方法で管理されているかを，セッション ID が何か
ら取得できたかによって判別します。HTTP Cookie からセッション ID を取得した場合
は，HTTP Cookie によってセッションを管理していると判別します。URL のパスパラ
メタから取得できた場合は，URL 書き換えによってセッションを管理していると判別し
ます。これらの判別は，リクエストごとに実行されます。
次に，セッションの管理方法ごとのセッション ID の管理のされ方について説明します。

（1） セッションの管理に HTTP Cookie を使用する場合
セッション ID は，HTTP Cookie として管理されます。
セッション ID を示す HTTP Cookie の名称は，
「JSESSIONID」です。この名称は，
Servlet 仕様で決められているため，変更できません。

（2） セッションの管理に URL 書き換えを使用する場合
セッション ID は，URL のパスパラメタとして管理されます。
セッション ID を示す URL のパスパラメタの名称は，「jsessionid」です。この名称は，
Servlet 仕様で決められているため，変更できません。セッション ID は，Web コンテナ
によって URL が書き換えられるときに，URL のパスの最後に，
「;jsessionid= セッショ
ン ID」の形式で付加されます。
URL のパスは，階層構造を持っている，リソースを識別するための値です。URL のパ
スには，クエリやフラグメントは含まれません。このため，これらの要素が URL に含ま
れている場合，セッション ID は，クエリまたはフラグメントの直前に付加されます。ま
た，URL にセッション ID 以外のパスパラメタが含まれている場合，セッション ID を示
すパスパラメタは，URL に含まれるパスパラメタの最後に付加されます。

ポイント
セッション ID を URL のパスパラメタに追加する場合，URL の文字数が増加します。
増加する文字数を次の表に示します。

表 4-9 URL 書き換えによって増加する URL の文字数
機能の使用状況
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増加する URL の文字数（単
位：文字数）

リダイレクタによる負荷分散機能またはサーバ ID 付加機能を使
用していない場合

44 ※

リダイレクタによる負荷分散機能を使用している場合

44 ※ + 1（ピリオドの文字
数）+ ワーカ名の文字数

4. Web コンテナ

増加する URL の文字数（単
位：文字数）

機能の使用状況
サーバ ID 付加機能を使用している場合（リダイレクタによる負
荷分散機能を使用していないとき）

44 ※ + サーバ ID の文字数

注※
「;jsessionid=」の 12 文字とセッション ID の 32 文字の合計です。

（3） URL 書き換えをする場合に使用する API と注意事項
URL 書き換えは，J2EE アプリケーション内で URL 書き換えを実行する Servlet API を
呼び出したときに実行されます。
URL 書き換えを実行する Servlet API とは，次に示す
javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースのメソッドです。
• encodeURL(java.lang.String url) メソッド
• encodeRedirectURL(java.lang.String url) メソッド
• encodeUrl(java.lang.String url) メソッド
• encodeRedirectUrl(java.lang.String url) メソッド
これらのメソッドの詳細については，Servlet 仕様を参照してください。なお，
encodeUrl(java.lang.String url) メソッド，および encodeRedirectUrl(java.lang.String
url) メソッドは，Servlet 2.1 以降，非推奨の API となっています。このため，これら以
外のメソッドを使用することをお勧めします。
ここでは，Servlet 仕様で明記されていない API の動作として，URL 書き換えを実行す
る Servlet API の戻り値についての，Cosminexus での動作について説明します。
HTTP セッションは，リクエスト処理中の Web アプリケーション内だけで有効です。こ
のため，Servlet API の引数に指定された URL が，リクエスト処理中の Web アプリケー
ション内を指している URL の場合にだけ，URL 書き換えをします。引数の URL ごと
に，リクエスト処理中の Web アプリケーション内を指していると判定する条件を次の表
に示します。
表 4-10

引数の URL ごとに，リクエスト処理中の Web アプリケーション内を指してい
ると判定する条件

引数の URL の種類
相対 URL
（（例）/ex/a.html）

判定条件
次の条件を満たす場合にだけ，Web アプリケーション内であると判定されま
す。
• 引数の URL の正規化したパスが，リクエスト処理中の Web アプリケー
ションのコンテキストルート名を含んでいる。※ 1

121

4. Web コンテナ

引数の URL の種類

判定条件

絶対 URL
（
（例）http://host1/ex/）

次のすべての条件を満たす場合にだけ，Web アプリケーション内であると判
定されます。
• 引数の URL のスキームが「http」
，または「https」である。※ 2
• 引数の URL とリクエストの URL が同一のスキームの場合，ポート番号が
一致する。
• 引数の URL のホスト名が，リクエストのホスト名と一致する。※ 1 ※ 3
• 引数の URL の正規化したパスが，リクエスト処理中の Web アプリケー
ションのコンテキストルート名を含んでいる。※ 1

注※ 1

名称を比較する場合に，大文字，小文字を区別します。

注※ 2

名称を比較する場合に，大文字，小文字を区別しません。

注※ 3

リクエストのホスト名は，リクエストの Host ヘッダのホスト名部分とし，ホスト名の名前

解決しないで，文字列を比較します。なお，リクエストのホスト名には，
javax.servlet.ServletRequest.getServerName メソッドの戻り値を使用します。なお，次の場合は，
同じホストであっても異なるホストと判定します。
• 引数の URL がホスト名の指定で，リクエストの URL が IP アドレスの場合
• 引数の URL が IP アドレスの指定で，リクエストの URL がホスト名の場合

また，URL 書き換えを実行する Servlet API の引数に，URL 以外の文字列を指定した場
合の戻り値について説明します。また，URL の先頭にクエリまたはフラグメントを指定
した場合についても，あわせて説明します。
URL 書き換えを実行する Servlet API の引数ごとの戻り値を次の表に示します。
表 4-11 URL 書き換えを実行する Servlet API の引数ごとの戻り値
項番

条件
HTTP セッション

戻り値または発生する例外
引数

1

−

null

null が返されます。

2

−

URL として不正な
フォーマット

java.lang.IllegalArgumentException 例外が発
生します。
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項番

条件
HTTP セッション

3

4

5

• リクエスト処理
中に新規作成し
た HTTP セッ
ションがある。
• URL 書き換え
でセッション
ID が通知され
ている。

戻り値または発生する例外
引数

空文字列

HTTP リクエストの URL のパスおよびクエリ
に対して，セッション ID を付加した値が返さ
れます。※ 1

クエリから開始されてい
る URL（先頭文字が
「?」の場合）

HTTP リクエストの URL のパスに，セッショ
ン ID および引数に指定した値が付加された値
が返されます。※ 1

フラグメントから開始さ
れている URL（先頭文
字が「#」の場合）

引数に指定した値が返されます。※ 2

6

現在の HTTP セッショ
ンのセッション ID を表
すパスパラメタが含まれ
ている URL

引数に指定した値が返されます。

7

リクエスト処理中の
Web アプリケーション
内と判定される URL

引数にセッション ID を付加した値が返されま
す。

8

上記の条件以外

引数に指定した値が返されます。

（凡例）−：該当しない
注
この表で示す項番は，条件の優先度を示します。項番の数字が小さいほど，条件の優先度は高
くなります。
注※ 1
引数の URL にパスが含まれないため，引数の URL にパスパラメタを直接付加できません。引
数が空文字列やクエリから始まる URL は，リクエストの URL のリソースを指している URL
であるため，リクエストの URL にパスパラメタを付加した値を使用して，URL 書き換えをし
ます。
注※ 2
フラグメントだけの URL は，現在のリソース内の特定の個所を示す URL です。Web ブラウザ
では，通常この URL を，表示されているコンテンツ内の移動を示すものとして扱います。この
とき，サーバにリクエストは送信しません。なお，これは，RFC3986 に従った動作です。

次に，URL 書き換えを使用してセッション ID を付加した URL の例について説明しま
す。なお，ここで説明する例は，次の前提条件に従っています。
前提条件
• Servlet API は，HTTP セッションの生成後に実行されたものとします。
• HTTP リクエストの URL は，
「http://host1/gyoumu1/app1/index.jsp?type=1」で
す。
• コンテキストルート名は，
「/gyoumu1」です。
URL 書き換えに使用する Servlet API の引数の指定値と書き換え後の戻り値（URL）の
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対応の例を次の表に示します。
表 4-12

URL 書き換えに使用する Servlet API の引数の指定値と書き換え後の戻り値
（URL）の対応の例

Servlet API の引数

戻り値

b.html

b.html;jsessionid=AAAAA111112222233333444445555566svr0

../b.html

../b.html;jsessionid=AAAAA111112222233333444445555566svr0

../../b.html

../../b.html

http://host2/

http://host2

https://host1/
gyoumu1/

https://host1/gyoumu1/;jsessionid=AAAAA111112222233333444445555566svr0

""( 空文字列 )

"/gyoumu1/app1/
index.jsp;jsessionid=AAAAA111112222233333444445555566svr0?type=1"

"?mode=2"

"/gyoumu1/app1/
index.jsp;jsessionid=AAAAA111112222233333444445555566svr0?mode=2"

"#aaa"

"#aaa"

（4） URL 書き換えを使用する場合の注意事項
URL 書き換えを使用する場合の注意事項について説明します。
● 静的コンテンツからの画面遷移
静的コンテンツ（HTML ファイルなど）から遷移した場合，URL 書き換えによって管理
されているセッションは維持されません。
URL 書き換えを使用してセッションを管理する場合は，常にサーブレットまたは JSP を
使用して画面を遷移するように実装してください。また，サーブレットまたは JSP 内
で，Servlet API によって URL を書き換えて，セッション ID を追加する処理を実装し
てください。
● Web アプリケーションで取得したリクエスト URL
HTTP リクエストの URL に，URL 書き換えによって追加されたセッション ID を示す
パスパラメタが含まれる場合であっても，次のメソッドによって取得した URL には，
セッション ID を示すパスパラメタは含まれません。
インタフェース
javax.servlet.http.HttpServletRequest インタフェース
メソッド
• getRequestURI() メソッド
• getRequestURL() メソッド
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4.4.4

HttpSession オブジェクト数の上限値の設定

Cosminexus では，有効となる HttpSession オブジェクト数に，上限値を設定できます。
HTTPSession オブジェクトの上限値は，J2EE アプリケーションに含まれる Web アプリ
ケーションの属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーションの設定につ
いては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
なお，セッションフェイルオーバ機能を使用する場合は，HttpSession オブジェクト数
の上限値の指定は必須となります。セッションフェイルオーバ機能については，
「12.
J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ」を参照してください。

！

注意事項
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合，セッションフェイル
オーバ機能の前提条件である HttpSession オブジェクト数の上限値の指定は不要です。グ
ローバルセッション情報のサイズ見積もり機能については，
「12.2.10

グローバルセッショ

ン情報のサイズの見積もり」を参照してください。

（1） 上限値を設定する対象になる HttpSession オブジェクト
上限値を設定する対象になるのは，有効な HttpSession オブジェクトです。
有効な HttpSession オブジェクトとは，javax.servlet.http.HttpServletRequest クラス
の getSession メソッドで取得した HttpSession オブジェクトのうち，次の二つの条件を
満たすオブジェクトを指します。
• タイムアウトしていないオブジェクト
• invalidate メソッドが呼ばれていないオブジェクト

（2） 上限値を超えた場合の動作
HttpSession オブジェクト数の上限値を設定しているときに，HttpSession オブジェクト
数が上限値に達すると，javax.servlet.http.HttpServletRequest クラスの getSession メ
ソッドで，java.lang.IllegalStateException がスローされます。
Web コンテナでの HttpSession オブジェクト生成は，次のタイミングで実行されます。
• JSP 実行時
page ディレクティブの session 属性に「true」を指定した場合，または session 属性
を省略している場合に，JSP を実行したときを指します。
• FORM 認証を必要とする URL へのアクセス時
生成された HttpSession オブジェクトの数が設定した上限値を超えると，次のように動
作します。
• JSP 実行時に上限値を超えた場合
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JSP のユーザコードが実行される前に，java.lang.IllegalStateException がスローさ
れます。
• FORM 認証を必要とする URL へのアクセス時に上限値を超えた場合
ログイン用ページにリクエストが転送される前に，java.lang.IllegalStateException
がスローされます。

4.4.5

セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加

Cosminexus では，HttpSession のセッション ID や Cookie に，サーバ ID を付けること
ができます。これを，サーバ ID 付加機能といいます。サーバ ID は，Web コンテナごと
に異なる値を設定します。
セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加についての設定は，J2EE サーバのプ
ロパティをカスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについ
ては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
なお，セッションフェイルオーバ機能を使用する場合は，セッション ID へのサーバ ID
の付加は必須となります。セッションフェイルオーバ機能については，「12.

J2EE サー

バ間のセッション情報の引き継ぎ」を参照してください。

（1） HttpSession のセッション ID へのサーバ ID 付加
セッション ID は，通常，同一の Web コンテナ内では一意となります。しかし，負荷分
散機を使用して複数の Web コンテナで構成するシステムの場合，システム全体ではセッ
ション ID が一意にならないおそれがあります。HttpSession のセッション ID へのサー
バ ID 付加機能を使用すると，HttpSession のセッション ID に，Web コンテナごとに異
なるサーバ ID が付加されます。これによって，セッション ID をシステム内で一意にで
きます。

参考
Web サーバとの連携時に，リダイレクタの設定でラウンドロビンでリクエストの振り分けを
する場合，HttpSession のセッション ID を付加するかどうかの設定にかかわらず，セッ
ション ID には，ワーカ名が付加されます。サーバ ID は付加されません。

（2） Cookie へのサーバ ID 付加
同一のセッションのリクエストを，同一の Web コンテナに転送するには，負荷分散機の
Cookie によってリクエスト転送先を指定する機能と，Cookie へのサーバ ID 付加機能を
使用して実現します。
Cookie へのサーバ ID 付加機能では，Cookie に Web コンテナごとに異なるサーバ ID が
付加されます。HTTP レスポンスには，サーバ ID が付加された Cookie を付けることが
できるので，同一のセッションのリクエストを，同一の Web コンテナに転送できます。

126

4. Web コンテナ

なお，サーバ ID が付いた Cookie は，HttpSession を生成したリクエストのレスポンス
に付加されます。
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4.5 文字コード変換
HTTP は，主に Web サーバからブラウザへデータをダウンロードするために用いられる
プロトコルですが，HTML のフォームの場合などではデータのアップロードにも使われ
ます。
ダウンロードするコンテンツの文字コードを Web サーバからブラウザに伝えるための規
格は，Servlet API でも明確に規定されています。しかし，過去の Servlet API（Servlet
API 2.2 以前）では，HTTP クエリ文字列と HTTP リクエストボディの文字コードの扱
いが明確ではなかったため，ベンダによって扱いが異なっていました。
Servlet API 2.3 からは，Servlet API を通して HTTP クエリ文字列や HTTP リクエスト
ボディを参照するときに，文字コードを指定できるようになりました（ただし，エン
コードタイプが multipart/form-data の HTTP リクエストボディを除きます）
。これらの
データは，指定された文字コードのデータと見なされて Java の内部表現である Unicode
に変換されてからアプリケーションに渡されます。
アプリケーション開発時に使用する文字コードについては，「付録 G アプリケーション
の開発で使用する文字コード」を参照してください。
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4.6 デフォルトの文字エンコーディング設定
リクエストのデコードやレスポンスのエンコードで使用する文字エンコーディングは，
Servlet 仕様に準拠した設定をする場合，サーブレットや JSP ファイルごとに設定を記
述します。Cosminexus では，Servlet 仕様に準拠した設定のほかに，次の二つの方法で
デフォルトの文字エンコーディングを設定できます。
• J2EE サーバごとに使用する文字エンコーディングを設定する
• Web アプリケーションごとに使用する文字エンコーディングを設定する
これによって，Web アプリケーション開発時に，サーブレットや JSP ファイルに記述す
る文字エンコーディングの設定を省略できます。また，J2EE サーバまたは Web アプリ
ケーションごとに，容易に文字エンコーディングを統一できます。
省略できる Servlet 仕様での文字エンコーディング設定を，次の図に示します。
図 4-11 省略できる Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定

この節では，デフォルトの文字エンコーディング設定について説明します。

4.6.1 デフォルトの文字エンコーディングの設定単位
Cosminexus では，リクエストのデコード，レスポンスのエンコード，および JSP ファ
イルで使用するデフォルトの文字エンコーディングを，J2EE サーバ単位，Web アプリ
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ケーション単位で設定できます。
ここでは，デフォルトの文字エンコーディングの設定について説明します。なお，デ
フォルトの文字エンコーディングは，JSP 事前コンパイル実行時に適用することもでき
ます。JSP 事前コンパイル実行時のデフォルトの文字エンコーディング設定については，
「4.6.4

JSP 事前コンパイル実行時の文字エンコーディングの適用」を参照してくださ

い。

（1） J2EE サーバ単位の設定
J2EE サーバごとにデフォルトの文字エンコーディングを設定します。J2EE サーバごと
にデフォルトの文字エンコーディングを設定すると，J2EE サーバにデプロイされている
すべての J2EE アプリケーションのサーブレットおよび JSP ファイルに対して，設定し
た文字エンコーディングを適用します。これによって，J2EE サーバ単位で，文字エン
コーディングを統一できます。
J2EE サーバ単位の場合，デフォルトの文字エンコーディングは，J2EE サーバの動作設
定をカスタマイズする際に設定します。設定の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」の J2EE サーバの動作設定のカスタマイズに関す

る説明を参照してください。

（2） Web アプリケーション単位の設定
WAR ファイルごとに，デフォルトの文字エンコーディングを設定します。WAR ファイ
ルごとにデフォルトの文字エンコーディングを設定すると，WAR ファイルに含まれる
サーブレットおよび JSP ファイルに対して，設定した文字エンコーディングを適用しま
す。これによって，Web アプリケーション単位で，文字エンコーディングを統一できま
す。
Web アプリケーション単位での設定の場合，デフォルトの文字エンコーディングは，
J2EE アプリケーションのプロパティを定義する際に設定します。設定の詳細について
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の J2EE アプリケーションのプロ
パティ定義で設定できることに関する説明を参照してください。

（3） 複数の範囲で文字エンコーディングを設定している場合の動作
文字エンコーディングの設定は，J2EE サーバ単位または Web アプリケーション単位で
の設定のほかに，Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定もできます。Servlet 仕
様での文字エンコーディング設定の場合，設定範囲は，サーブレットまたは JSP ファイ
ル単位になります。
それぞれの設定範囲を次の図に示します。
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図 4-12

文字エンコーディングの設定範囲

デフォルトの文字エンコーディングは複数範囲で設定することもできます。複数の範囲
で設定されている場合，次の順序で適用されます。
1. サーブレット /JSP ファイル単位での設定（Servlet 仕様）
2. Web アプリケーション単位での設定
3. J2EE サーバ単位での設定
例えば，図 4-12 で，サーブレット 2 と J2EE サーバに文字エンコーディングが設定され
ているとします。この場合，J2EE サーバ内のアプリケーション全体に，J2EE サーバ単
位で設定したデフォルトの文字エンコーディングが適用されますが，サーブレット 2 だ
けは，サーブレット内に設定した文字エンコーディングが適用されます。
次の表に，文字エンコーディング設定の組み合わせごとに，有効になる設定を示します。
表 4-13

文字エンコーディング設定の組み合わせと有効になる設定
設定の組み合わせ

有効になる設定

サーブレット /JSP
ファイルでの設定
（Servlet 仕様）

Web アプリ
ケーション単
位での設定

J2EE サーバ
単位での設定

○

×

×

○

○

×

○

×

○

○

○

○

×

○

×

×

○

○

サーブレット /JSP ファイルでの設定

Web アプリケーション単位での設定
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設定の組み合わせ

有効になる設定

サーブレット /JSP
ファイルでの設定
（Servlet 仕様）

Web アプリ
ケーション単
位での設定

J2EE サーバ
単位での設定

×

×

○

J2EE サーバ単位での設定

×

×

×

Servlet 仕様で規定されている文字エンコー
ディング

（凡例）○：設定あり

×：設定なし

注
文字エンコーディングの設定がない場合は，Servlet 仕様で規定されている文字エンコーディン
グが適用されます。詳細については，
「4.6.6(2)

Servlet 仕様で規定されている文字エンコー

ディング」を参照してください。

4.6.2

設定できる文字エンコーディング

デフォルトの文字エンコーディングとして設定できる文字は，JavaVM がサポートして
いる文字エンコーディングとなります。JavaVM がサポートしている文字エンコーディ
ングについては，JDK のドキュメントのサポートされているエンコーディングに関する
説明を参照してください。
また，指定できる文字列は，java.nio API 用の正準名と java.lang API 用の正準名に記載
されている文字エンコーディング，およびそれらの別名になります。

！

注意事項
J2EE アプリケーションの開発環境と運用環境の OS が異なる場合で，J2EE アプリケー
ションを，実行時情報を含む EAR ファイルでエクスポートおよびインポートするときは，
開発環境の OS と運用環境の OS の両方でサポートしている文字エンコーディングを設定し
てください。開発環境で設定した文字エンコーディングが運用環境でサポートされていない
場合は，アプリケーション開始時に例外が発生することがあります。

また，設定したデフォルトの文字エンコーディングは，JavaVM でサポートしている文
字エンコーディングかどうか検証されます。検証のタイミングは，デフォルトの文字エ
ンコーディングの設定方法によって異なります。文字エンコーディングの検証のタイミ
ングについて，次の表に示します。
表 4-14

文字エンコーディングの検証のタイミング

検証のタイミング
J2EE サーバ開始時
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サポートされていない文字エンコーディングが設定されていた場合の動
作
警告メッセージを出力し，J2EE サーバ開始処理を続行します。なお，
設定した文字エンコーディングは無視されます。
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検証のタイミング

サポートされていない文字エンコーディングが設定されていた場合の動
作

サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）実行時

エラーメッセージを出力し，サーバ管理コマンドの処理を中止します。

cjjspc コマンド実行時※

エラーメッセージを出力し，コマンドの処理を終了します。

注※
cjjspc コマンドでの JSP 事前コンパイル実行時に，デフォルトの文字エンコーディング設定を
するときの検証のタイミングです。なお，JSP 事前コンパイルでのデフォルトの文字エンコー
ディングの適用については，
「4.6.4

JSP 事前コンパイル実行時の文字エンコーディングの適

用」を参照してください。

4.6.3 デフォルトの文字エンコーディングの適用個所と適用
条件
ここでは，J2EE サーバ単位，または Web アプリケーション単位で設定したデフォルト
の文字エンコーディングの適用個所と，適用時の条件について説明します。

（1） 適用個所
J2EE サーバ単位または Web アプリケーション単位に設定したデフォルトの文字エン
コーディングは，次の個所に適用されます。
● リクエストのデコード
リクエストボディおよびクエリのデコードに使用する，デフォルトの文字エンコー
ディングに適用されます。
● レスポンスのエンコード
レスポンスボディおよびレスポンスの Content-Type ヘッダのエンコードに使用する，
デフォルトの文字エンコーディングに適用されます。
● JSP ファイル
JSP ファイルのデフォルトの文字エンコーディングに適用されます。

（2） 適用条件
デフォルトの文字エンコーディングは，Servlet 仕様での文字エンコーディングが設定さ
れていない場合に適用されます。Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法につ
いては，「4.6.6 Servlet 仕様での文字エンコーディング設定」を参照してください。
また，リクエストのデコードおよびレスポンスのエンコードで使用する文字エンコー
ディングについては，さらに次に示す適用条件があります。
（a） リクエストでの適用条件
リクエストのデコードで使用する文字エンコーディングの場合，次に示す適用条件があ
ります。
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• クライアントから送信されたリクエストの HTTP リクエストヘッダに，charset パラ
メタを含む，Content-Type ヘッダが含まれていない。
さらに，リクエストボディおよびクエリには，次に示す適用条件があります。
● リクエストボディ
サーブレットの場合
リクエストの POST データを，次のどちらかの方法で読み込んでいる場合に適用さ
れます。
• javax.servlet.ServletRequest の getReader メソッドを使用して取得した
BufferedReader で読み込む。
• リクエストのパラメタとして読み込む。
リクエストのパラメタとして読み込む場合，javax.servlet.ServletRequest の
getParameter メソッド，getParameterMap メソッド，getParameterName メソッ
ド，getParameterValues メソッドを使用します。
JSP ファイルの場合
リクエストの POST データを，次のどちらかの方法で読み込んでいる場合に適用さ
れます。
• 暗黙オブジェクト request の getReader メソッドを使用して取得した
BufferedReader で読み込む。
• リクエストのパラメタとして読み込む。
リクエストのパラメタとして読み込む場合，暗黙オブジェクト request の
getParameter メソッド，getParameterMap メソッド，getParameterName メソッ
ド，getParameterValues メソッドを使用，または Expression Language で暗黙オ
ブジェクト param，paramValues を使用します。
● クエリ
サーブレットの場合
javax.servlet.ServletRequest の getParameter メソッド，getParameterMap メ
ソッド，getParameterName メソッド，getParameterValues メソッドを使用する
方法で，クエリをリクエストのパラメタとして読み込んでいる場合に，適用されま
す。
JSP ファイルの場合
次のどちらかの方法で，クエリをリクエストのパラメタとして読み込んでいる場合
に適用されます。
• 暗黙オブジェクト request の getParameter メソッド，getParameterMap メソッ
ド，getParameterName メソッド，getParameterValues メソッドを使用して読
み込む。
• Expression Language で暗黙オブジェクト param，paramValues を使用して読み
込む。
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（b） レスポンスでの適用条件
レスポンスのエンコードで使用する文字エンコーディングの適用条件を，レスポンスボ
ディとレスポンスの Content-Type ヘッダの文字エンコーディング名に分けて説明しま
す。
● レスポンスボディ
サーブレットの場合
javax.servlet.ServletResponse の getWriter メソッドで取得した PrintWriter でレ
スポンスデータを作成している場合に適用されます。
JSP ファイルの場合
暗黙オブジェクト response の getOutputStream() メソッドによって
ServletOutputStream オブジェクトを取得しないで，レスポンスを出力している場
合に適用されます。※
注※
ServletOutputStream オブジェクトを取得した場合，JSP 本文のテキストや，
暗黙オブジェクト out への出力などの ServletOutputStream オブジェクトを使
用しない出力は，すべて実行時にエラーとなります。このため，レスポンスと
して出力することはできません。
● レスポンスの Content-Type ヘッダの文字エンコーディング名
サーブレットの場合
レスポンスのコンテンツ形式に「text/」で始まる MIME タイプを設定し，charset
は設定していない場合に適用されます。
JSP ファイルの場合
次のどちらかの場合に適用されます。
• レスポンスのコンテンツ形式を設定していない。
•「text/」で始まる MIME タイプを設定し，charset は設定していない。
静的コンテンツの場合
次の条件を満たした場合に適用されます。
• 静的コンテンツの拡張子が，デフォルトエンコーディング設定機能の対象として
設定された拡張子である。
• 拡張子が「text/」で始まる MIME タイプに設定されている。
• 静的コンテンツを出力するより前に，サーブレット，JSP，フィルタなどでレス
ポンスに対して文字エンコーディングを設定しない。
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参考
コンテンツ形式とは，コンテンツの MIME タイプを指します。コンテンツ形式には，文字
エンコーディングを含めることができます。次に，サーブレットおよび JSP ファイルでの
コンテンツ形式の設定例を示します。
• サーブレットの場合
javax.servlet.ServletResponse の setContentType メソッドを使用します。
設定例：response.setContentType("text/html");
• JSP ファイルの場合
Page ディレクティブの contentType 属性を設定します。
設定例：<%@ page contentType="text/plain" %>
また，デフォルトの文字エンコーディング設定が適用される MIME タイプの例と，適用さ
れない MIME タイプの例を示します。
• 適用される MIME タイプの例：「text/plain」，「text/html」
• 適用されない MIME タイプの例：
「image/gif」
，「text/html;charset=UTF-8」

4.6.4

JSP 事前コンパイル実行時の文字エンコーディングの
適用

JSP ファイルのデフォルトの文字エンコーディングについては，JSP 事前コンパイル実
行時に適用することもできます。JSP 事前コンパイル時に適用させる場合，デフォルト
の文字エンコーディング設定は，JSP 事前コンパイルの方法によって異なります。JSP
事前コンパイルの方法には，次の 2 種類があります。
• アプリケーション開発時に実施する JSP 事前コンパイル
• J2EE アプリケーション開始時に実施する JSP 事前コンパイル
JSP 事前コンパイルの種類ごとに，デフォルトの文字エンコーディング設定について説
明します。JSP 事前コンパイル機能の詳細については，
「4.7 JSP の事前コンパイルと
コンパイル結果の保持」を参照してください。
なお，設定できる文字エンコーディングについては，「4.6.2

設定できる文字エンコー

ディング」を，設定したデフォルトの文字エンコーディングの適用個所および適用条件
については，「4.6.3

デフォルトの文字エンコーディングの適用個所と適用条件」を参照

してください。

（1） アプリケーション開発時に実施する JSP 事前コンパイル（cjjspc コ
マンド）
cjjspc コマンドで JSP 事前コンパイルを実施する際，JSP ファイルまたはタグファイル
に，デフォルトの文字エンコーディングを適用できます。cjjspc コマンドの場合，デフォ
ルトの文字エンコーディングは，cjjspc コマンドの引数に指定します。これによって，
cjjspc コマンド実行時に，実行対象となる JSP ファイルに対して，コマンドに指定した
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デフォルトの文字エンコーディングが適用されます。ただし，JSP ファイルやタグファ
イルに Servlet 仕様での文字エンコーディング指定がある場合は，設定は適用されないの
で注意してください。
設定の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」の
cjjspc コマンドを使用した JSP の事前コンパイルに関する説明を参照してください。

！

注意事項
cjjspc コマンドの場合，リクエストのデコードおよびレスポンスのエンコードに使用するデ
フォルトの文字エンコーディングは，JSP ファイルのコンパイル時に適用されないため，
cjjspc コマンドでは設定できません。

（2） J2EE アプリケーション開始時に実施する JSP 事前コンパイル
（cjstartapp コマンド）
cjstartapp コマンドで J2EE アプリケーション開始とあわせて JSP 事前コンパイルを実
施する際，JSP ファイルまたはタグファイルに，デフォルトの文字エンコーディングを
適用できます。デフォルトの文字エンコーディングの設定方法は，J2EE サーバ単位，
Web アプリケーション単位の場合と同様です。J2EE サーバ単位の場合は，J2EE サーバ
の動作設定時に J2EE サーバごとに設定します。また，Web アプリケーション単位の場
合は，Web アプリケーション開発時に WAR ファイルごとに設定します。cjstartapp コ
マンドを実行すると，設定したデフォルトの文字エンコーディングが適用されます。
J2EE サーバ単位の設定および Web アプリケーション単位での設定については，
「4.6.1
デフォルトの文字エンコーディングの設定単位」を参照してください。また，設定の
詳細については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の J2EE アプリケー
ションのプロパティ定義で設定できることに関する説明を参照してください。

4.6.5 デフォルトの文字エンコーディング適用時の注意事項
デフォルトの文字エンコーディングの適用については，次の点に注意してください。

（1） レスポンスへのデフォルトの文字エンコーディングの設定の可否に
ついて
次の場合は，レスポンスへのデフォルトの文字エンコーディングの設定は有効になりま
せん。
• 静的コンテンツの拡張子が，webserver.static_content.encoding.extension パラメタ※
1

に指定した拡張子以外の場合

• Servlet 仕様で規定されたエラーページの静的コンテンツに対して，レスポンスへのデ
フォルトの文字エンコーディングを設定しない場合※ 2
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注※ 1 デフォルトの文字エンコーディングを適用させる静的コンテンツの拡張子を指定
するためのパラメタです。
注※ 2 次のどちらかの条件のあとに出力された静的コンテンツの場合は，レスポンスへ
のデフォルトの文字エンコーディングの設定が有効になります。
• レスポンスに対して文字エンコーディングを設定しない場合で，サーブレット，
JSP，フィルタなどで，javax.servlet.ServletResponse クラスの getWriter メ
ソッドによって java.io.PrintWriter オブジェクトが取得されるとき。
• setAttribute メソッドが実行されても，リクエストオブジェクトがラップされる
場合で，そのリクエストオブジェクトが，setAttribute メソッドを呼び出さない
リクエストラッパでラップされるとき。
なお，HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用している場合は，レスポンスへのデフォル
トの文字エンコーディングの設定は有効になりません。

（2） getCharacterEncoding メソッドに適用される文字エンコーディング
Servlet 仕様で文字エンコーディングを設定していない場合，次に示す Servlet API のメ
ソッドには，J2EE サーバ単位または Web アプリケーション単位で設定したデフォルト
の文字エンコーディングが適用されます。
• javax.servlet.ServletRequest の getCharacterEncoding メソッド（リクエストの場
合）
• javax.servlet.ServletResponse の getCharacterEncoding メソッド（レスポンスの場
合）
ただし，setCharacterEncoding メソッドで文字エンコーディングを変更しているとき
は，setCharacterEncoding メソッドで変更した文字エンコーディングが取得されます。
また，レスポンスの場合，javax.servlet.ServletResponse の reset メソッドを使用して
レスポンスデータを初期化したときは，getCharacterEncoding メソッドで取得できる文
字エンコーディングは，Cosminexus で設定した文字エンコーディングとなります。
なお，Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法については，「4.6.6 Servlet 仕
様での文字エンコーディング設定」を参照してください。

（3） XML 宣言内の文字エンコーディング
JSP ドキュメントおよび XML 形式のタグファイルで，Web コンテナが XML 宣言を自
動生成する場合，XML 宣言内の文字エンコーディングの宣言には，レスポンスボディの
エンコードに適用されたデフォルトの文字エンコーディングが出力されます。

（4） JSP ファイルへの文字エンコーディングの適用
JSP ファイルへの文字エンコーディング設定は，JSP ファイルのコンパイル時に適用さ
れます。このため，すでに JSP ファイルがコンパイルされている状態で，文字エンコー
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ディングの設定を追加または変更しても，追加または変更した文字エンコーディングは
JSP ファイルに反映されません。設定を反映させるためには，再度，コンパイルを実施
してください。

（5） 07-00 で JSP 事前コンパイルを実行した Web アプリケーションへ
の文字エンコーディング設定
07-00 で JSP 事前コンパイルを実行した Web アプリケーションに対して，レスポンスへ
のデフォルトの文字エンコーディングを設定する場合は，再度，JSP 事前コンパイルを
実施してください。
デフォルトの文字エンコーディングの設定単位ごとに説明します。
• J2EE サーバ単位での設定の場合
J2EE サーバ上で動作するすべての Web アプリケーションの JSP ファイルに対して，
JSP 事前コンパイルを実施します。
• Web アプリケーション単位での設定の場合
Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルに対して，JSP 事前コンパイルを実
施します。
なお，JSP 事前コンパイル実行時でのデフォルトの文字エンコーディング設定について
は，「4.6.4 JSP 事前コンパイル実行時の文字エンコーディングの適用」を参照してくだ
さい。

（6） デフォルトエラーページの文字エンコーディングについて
デフォルトエラーページの文字エンコーディングは UTF-8 に設定されているため，デ
フォルトエンコーディングは適用されません。

4.6.6

Servlet 仕様での文字エンコーディング設定

Servlet 仕様で規定された文字エンコーディング設定がある個所については，
Cosminexus で設定したデフォルトの文字エンコーディングは無効となります。
ここでは，Servlet 仕様で規定された文字エンコーディング設定について説明します。な
お，文字エンコーディングの設定は，Servlet 仕様のバージョンによって異なります。

（1） Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法
Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法について，Servlet/JSP のバージョン
ごとに表に示します。
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表 4-15

Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法（Servlet 2.4/JSP 2.0）

設定内容

Servlet 仕様での設定方法

設定場所

リクエストの文字エ
ンコーディング

レスポンスの文字エ
ンコーディング

ServletRequest.setCharacterEncoding(java.lang.String

サーブレット

env) ※ 1
JSP ファイル

なし

サーブレット

• ServletResponse.setContentType(java.lang.String
type) ※ 1
• ServletResponse.setCharacterEncoding(java.lang.Stri
ng charset) ※ 1
• ServletResponse.setLocale(java.util.Locale loc) ※ 1

JSP ファイル

• Page ディレクティブの contentType 属性値（charset
を含む）※ 2
• Page ディレクティブの pageEncoding 属性※ 3
• web.xml の page-encoding 要素※ 2

JSP ファイルの文字
エンコーディング

JSP ファイル

• Page ディレクティブの contentType 属性値（charset
を含む）※ 2
• Page ディレクティブまたは Tag ディレクティブの
pageEncoding 属性※ 3
• web.xml の page-encoding 要素※ 2
• XML 宣言の encoding 属性 ※ 4

注※ 1

パッケージは javax.servlet です。

注※ 2

JSP ページに設定する方法です。

注※ 3

JSP ページまたは標準形式のタグファイルに設定する方法です。

注※ 4

JSP ドキュメントまたは XML 形式のタグファイルに設定する方法です。

表 4-16

Servlet 仕様での文字エンコーディングの設定方法（Servlet 2.3/JSP 1.2）

設定内容
リクエストの文
字エンコーディ
ング
レスポンスの文
字エンコーディ
ング

JSP ファイルの
文字エンコー
ディング
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設定場所
サーブレット

ServletRequest.setCharacterEncoding(java.lang.String env)
※1

JSP ファイル

なし

サーブレット

• ServletResponse.setContentType(java.lang.String type) ※
1

• ServletResponse.setLocale(java.util.Locale loc) ※ 1
JSP ファイル

Page ディレクティブの contentType 属性値（charset を含む）

JSP ファイル

• Page ディレクティブの contentType 属性値（charset を含
む）※ 2
• Page ディレクティブの pageEncoding 属性※ 2

注※ 1

パッケージは javax.servlet です。

注※ 2

JSP ページまたは JSP ドキュメントに設定する方法です。
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（2） Servlet 仕様で規定されている文字エンコーディング
Servlet 仕様での文字エンコーディング設定，および Cosminexus でのデフォルトの文字
エンコーディングの設定がない場合は，Servlet 仕様で規定されている文字エンコーディ
ングが適用されます。
文字エンコーディングを設定していない場合に適用される，Servlet 仕様で規定された文
字エンコーディングを次に示します。
● リクエストの場合
ISO-8859-1 が適用されます。なお，サーブレットおよび JSP ファイルでは，Servlet
API を使用して設定されます。
● レスポンスの場合
Servlet 仕様で規定された文字エンコーディングを，Servlet のバージョンごとに次の
表に示します。
表 4-17

Servlet 仕様で規定された文字エンコーディング（レスポンス）

Servlet のバージョン
Servlet 2.3

種類
サーブレット

適用される文字エンコーディング
ISO-8859-1

JSP ページ
JSP ドキュメント
Servlet 2.4

サーブレット

ISO-8859-1

JSP ページ
JSP ドキュメント

UTF-8

● JSP ファイルの場合
Servlet 仕様で規定された文字エンコーディングを，Servlet のバージョンごとに次の
表に示します。
表 4-18

Servlet 仕様で規定された文字エンコーディング（JSP ファイル）

Servlet のバージョン
Servlet 2.3

種類
JSP ページ

適用される文字エンコーディング
ISO-8859-1

JSP ドキュメント
Servlet 2.4

JSP ページ

ISO-8859-1

標準形式のタグファイル
JSP ドキュメント

UTF-8

XML 形式のタグファイル
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4.7 JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の
保持
通常，Web アプリケーション内の JSP ファイルは，JSP ファイルへの最初のリクエスト
到着時に Web コンテナ上でコンパイルされます。JSP 事前コンパイル機能を使用する
と，Web アプリケーションのデプロイ前にコンパイルできます。JSP 事前コンパイル機
能であらかじめ JSP ファイルをコンパイルしておくと，JSP ファイルへの最初のリクエ
スト到着時のレスポンスタイムを短縮できます。
また，JSP コンパイル結果である，Java ソースファイルおよびクラスファイルを，
J2EE サーバの再起動時に保持するかどうか設定できます。
ここでは，JSP 事前コンパイル機能とコンパイル結果の保持について説明します。

4.7.1

JSP 事前コンパイル機能とは

JSP 事前コンパイル機能とは，Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルを，デプ
ロイ前にコンパイルし，クラスファイルを生成する機能です。
JSP 事前コンパイル機能を使用した場合の処理の流れを次の図に示します。
図 4-13

JSP 事前コンパイル機能を使用した場合の処理の流れ

通常，Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルは，JSP ファイルに最初のリクエ
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ストが到着したときにコンパイルされ，JSP ファイルからクラスファイルが生成されま
す。このため，JSP への初回リクエスト時のレスポンスタイムは遅くなります。また，
web.xml で <load-on-startup> を指定していると，コンパイルのタイミングは Web アプ
リケーションの開始時となるため，JSP への初回リクエスト到着時のレスポンスタイム
は短縮できます。ただし，Web アプリケーションの開始に時間が掛かります。
JSP 事前コンパイル機能を使用すると，あらかじめ，クラスファイルの生成までを実施
しておけるので，JSP に最初にリクエストが到着したときのレスポンスタイムおよび
Web アプリケーションの開始時間を短縮できます。

4.7.2

JSP 事前コンパイルの方法

JSP 事前コンパイル方法には次の二つがあります。
• cjjspc コマンドによる JSP 事前コンパイル
• cjstartapp コマンドによる J2EE アプリケーション開始時の JSP 事前コンパイル
ここでは，JSP 事前コンパイルを実行するコマンドの概要と，コンパイル方法について
説明します。なお，コンパイル方法は，どの場面で JSP ファイルを事前にコンパイルす
るかによって異なります。JSP 事前コンパイルを適用する場面とコンパイル方法につい
ては，「4.7.3 JSP 事前コンパイルの適用例」を参照してください。

（1） コマンドの概要
ここでは，JSP 事前コンパイルを実施するための前提条件と，JSP 事前コンパイル実行
時に必要なファイル，および実行後に生成されるファイルについて説明します。
前提条件
JSP 事前コンパイルを実施するための前提条件は次のとおりです。
• コンパイルする JSP ファイルが Web アプリケーションのルートディレクトリ以
下，またはそのサブディレクトリ以下に格納されていること。
• Web アプリケーションのルートディレクトリに /WEB-INF ディレクトリがあるこ
と。
• /WEB-INF ディレクトリ直下に web.xml が格納されていること。
JSP 事前コンパイルに必要なファイル
JSP 事前コンパイルを実施するためには，次に示すファイルが必要です。
• JSP ファイル（JSP 1.1，JSP 1.2 または JSP 2.0）※ 1
• JSP 2.0 仕様に準拠したタグファイル※ 2
• JSP ファイルおよびタグファイルから静的にインクルードされるファイル
• TLD ファイル
• web.xml
• コンパイルに必要なクラスライブラリ
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注※ 1

JSP ファイルとは，次に示すファイルを指します。

• 拡張子が .jsp または .jspx であるファイル（.jspx は JSP 2.0 の場合だけ）
• web.xml の <jsp-file> タグに指定されたファイル
• web.xml の <jsp-property-group><url-pattern> タグに合致するファイル
（JSP 2.0 の場合だけ）
注※ 2

JSP 事前コンパイル実行時に DTD または XML スキーマに従っているかど

うかが検証されます。
JSP 事前コンパイル後に生成されるファイル（JSP コンパイル結果）
JSP ファイルやタグファイルから生成された，Java ソースファイルおよびクラス
ファイルを JSP コンパイル結果といいます。JSP 事前コンパイルを実施すると，
JSP ワークディレクトリに次に示す JSP コンパイル結果が生成されます。
• JSP ファイルから生成された Java ソースファイルおよびクラスファイル
• タグファイルから生成された Java ソースファイルおよびクラスファイル
なお，JSP 事前コンパイル実行時には，Java ソースファイルを保存しておくかどう
かを設定できます。

（2） cjjspc コマンドによる JSP 事前コンパイル
cjjspc コマンドは，JSP 事前コンパイルを実施するためのコマンドです。アプリケー
ションの開発時などにこのコマンドを実施すると，Web アプリケーションに含まれる
JSP ファイルをコンパイルできます。cjjspc コマンドによる JSP 事前コンパイルには，
次の二つの方法があります。
● JSP ファイル単位での事前コンパイル
Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルのうち，指定された JSP ファイルだ
けをコンパイルします。
● Web アプリケーション単位での事前コンパイル
Web アプリケーションに含まれるすべての JSP ファイルをコンパイルします。
また，このコマンド実行時に次の内容を設定できます。
● コンパイル不要な JSP ファイルの指定
コンパイル不要な JSP ファイルがある場合，あらかじめ不要なファイルを指定してお
くことで，事前コンパイルの対象外にできます。指定方法には，コンパイル不要な
JSP ファイル名をコマンドに一つずつ指定する方法と，コンパイル不要な JSP ファイ
ル名をファイルにまとめて記載し，そのファイルをコマンドに指定する方法がありま
す。
● 実行結果リストファイルを出力するかどうかの指定
実行結果リストファイルを出力するかどうかを指定できます。実行結果リストファイ
ルとは，cjjspc コマンドの実行結果を出力したファイルです。コンパイルに成功した
JSP ファイル，コンパイルに失敗した JSP ファイル，およびコンパイル対象外の JSP
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ファイルのパスを一覧で出力します。
● Java ソースファイルを保存するかどうかの指定
JSP から生成された Java ソースファイルを保存しておくかどうかを指定できます。
● JSP コンパイル時の Java 言語仕様のバージョンの指定
JSP トランスレーションによって生成された Java ソースファイルをコンパイルする
ときの Java 言語仕様のバージョンを指定できます。
● JSP ワークディレクトリ名を変更するかどうかの指定
JSP ワークディレクトリとは，JSP コンパイル結果を格納するディレクトリのことで
す。JSP ワークディレクトリ名は変更できます。なお，JSP ワークディレクトリにつ
いては，
「4.7.5(2) JSP コンパイル結果の出力先」を参照してください。
● デフォルトの文字エンコーディングの指定
JSP ファイルのデフォルトの文字エンコーディングを指定できます。なお，デフォル
トの文字エンコーディングの概要については，「4.6

デフォルトの文字エンコーディ

ング設定」を参照してください。また，07-00 で JSP 事前コンパイル機能を使用して
いた Web アプリケーションに対して，07-10 でデフォルトの文字エンコーディングを
設定する場合の注意については，「4.6.5(5) 07-00 で JSP 事前コンパイルを実行した
Web アプリケーションへの文字エンコーディング設定」を参照してください。
なお，これらの設定は，コマンドのオプションで指定します。アプリケーション開発時
での事前コンパイルのコマンドの使い方については，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーション開発ガイド」を参照してください。

参考
cjjspc コマンドを使用した JSP 事前コンパイルで，JSP ファイルまたはタグファイルのトラ
ンスレーション時にエラーが発生すると，エラーメッセージが出力されます。エラーメッ
セージはコンソールに出力されます。

（3） cjstartapp コマンドによる J2EE アプリケーション開始時の JSP 事
前コンパイル
cjstartapp コマンドは，J2EE アプリケーションを開始するためのコマンドです。
cjstartapp コマンドに，JSP 事前コンパイルをするオプションを指定すると，JSP の事
前コンパイルを実施してから，J2EE アプリケーションが開始されます。J2EE アプリ
ケーション開始時の JSP 事前コンパイルでは，J2EE アプリケーションに含まれるすべ
ての JSP ファイルをコンパイルします。
このコマンドの実行時の動作はあらかじめ設定できます。設定できる内容を次に示しま
す。
● Java ソースファイルを保存するかどうかの指定
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JSP ファイルから生成された Java ソースファイルを保存しておくかどうかを指定で
きます。
● JSP コンパイル時の Java 言語仕様のバージョンの指定
JSP トランスレーションによって生成された Java ソースファイルをコンパイルする
ときの Java 言語仕様のバージョンを指定できます。
● JSP ワークディレクトリ名を変更するかどうかの指定
JSP ワークディレクトリとは，JSP コンパイル結果を格納するディレクトリのことで
す。JSP ワークディレクトリ名は変更できます。なお，JSP ワークディレクトリにつ
いては，
「4.7.5(2)

JSP コンパイル結果の出力先」を参照してください。

なお，これらの設定は，J2EE サーバの動作設定のカスタマイズで実施します。J2EE
サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」を参照してください。

参考
cjstartapp コマンドを使用した JSP 事前コンパイルで，JSP ファイルまたはタグファイル
のトランスレーション時にエラーが発生すると，エラーメッセージが出力されます。エラー
メッセージは Web サーブレットログ，またはメッセージログに出力されます。

4.7.3

JSP 事前コンパイルの適用例

JSP 事前コンパイルは次に示すときに使用できます。
• アプリケーション開発時
• システム運用時
JSP 事前コンパイルの適用場面と使用するコマンドの対応表を次に示します。
表 4-19

JSP 事前コンパイルの適用場面と使用するコマンドの対応
適用する場面

使用するコマンド

参照先

アプリケー
ション開発

Web アプリケーションの開発時

cjjspc コマンド

(1) アプリケーショ
ン開発での使用

システム運
用

J2EE アプリケーション開始時

cjstartapp コマンド

J2EE アプリ
ケーション入
れ替え時

通常の入れ替え

cjstartapp コマンド

(2) システム運用で
の使用

リロードによる入れ
替え

cjjspc コマンド

リデプロイによる入
れ替え

cjjspc コマンド

JSP 事前コンパイルを使用する場面について次に説明します。なお，使用するコマンド
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の概要については，
「4.7.2 JSP 事前コンパイルの方法」を参照してください。

（1） アプリケーション開発での使用
Web アプリケーションの開発では，Web アプリケーションの開発中または Web アプリ
ケーション完成後に，JSP 事前コンパイルを実施できます。JSP 事前コンパイルを実施
するには，cjjspc コマンドを使用します。Web アプリケーション開発での，JSP 事前コ
ンパイルの適用例を次の図に示します。
図 4-14

Web アプリケーション開発での JSP 事前コンパイルの適用例

JSP 事前コンパイル機能は，図中の 1. または 2. の場面で使用できます。図中の 1. およ
び 2. について説明します。
1. JSP ファイルの作成後または修正後
JSP ファイルの作成および修正のあと，JSP ファイル単位で動作確認を実施するとき
に，JSP ファイルのコンパイルが正常に完了するかどうかを確認します。また，JSP
ファイル単位で事前コンパイルを実施しておくことで，動作確認時の JSP 初回リクエ
ストのレスポンスタイムを向上できます。
作成・修正した JSP ファイルだけを事前にコンパイルするには，cjjspc コマンドの，
JSP ファイル単位での JSP 事前コンパイルを実施します。
2. Web アプリケーション完成時
完成した Web アプリケーションに含まれるすべての JSP ファイルを，一括してコン
パイルします。Web アプリケーション実行時の JSP 初回リクエストのレスポンスタ
イムを向上できます。
Web アプリケーション内のすべての JSP ファイルを一括でコンパイルするには，
cjjspc コマンドの，Web アプリケーション単位での JSP 事前コンパイルを実施しま
す。
なお，アプリケーション開発時に JSP 事前コンパイルを使用するときのコンパイルの実
施方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」を参照し
てください。
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（2） システム運用での使用
システム運用時では，JSP 初回リクエストのレスポンスタイムを向上させるために，運
用の開始前に，JSP 事前コンパイルを実施します。システム運用時の JSP 事前コンパイ
ルは，J2EE アプリケーションを開始するときや，J2EE アプリケーションの入れ替えを
するときに実施します。システム運用での，JSP 事前コンパイルの適用例を次の図に示
します。
図 4-15

システム運用での JSP 事前コンパイルの適用

JSP 事前コンパイル機能を適用する場面ごとに概要を説明します。なお，システム運用
時に JSP 事前コンパイルを使用するときのコンパイルの実施方法については，マニュア
ル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
（a） J2EE アプリケーション開始時
J2EE アプリケーション開始時に，インポート済みの J2EE アプリケーションに対して
JSP 事前コンパイルを使用できます。J2EE アプリケーション開始時に実施する JSP 事
前コンパイルは，cjstartapp コマンドに JSP 事前コンパイルを実施するためのオプショ
ンを指定して実行します。このコマンドを実行すると，J2EE アプリケーションの開始前
に，J2EE アプリケーションに含まれる JSP ファイルを一括してコンパイルします。
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（b） J2EE アプリケーション入れ替え時
J2EE アプリケーションを入れ替える場合，入れ替えを実施する前に JSP 事前コンパイ
ルを使用できます。なお，JSP 事前コンパイルの方法は，J2EE アプリケーション入れ
替えの方法によって異なります。
● 通常の J2EE アプリケーションの入れ替えの場合
通常の J2EE アプリケーションの入れ替えとは，J2EE アプリケーションをいったん
停止してから，新しいアプリケーションと入れ替える方法です。
通常の J2EE アプリケーションの入れ替えの場合，入れ替え後の J2EE アプリケー
ションをインポートしたあとに，cjstartapp コマンドに JSP 事前コンパイルを実施す
るためのオプションを指定して，JSP 事前コンパイルを実行します。このコマンドを
実行すると，入れ替え後の J2EE アプリケーションが開始される前に，J2EE アプリ
ケーションに含まれる JSP ファイルが一括でコンパイルされます。
● リロードによる J2EE アプリケーションの入れ替えの場合
リロードによる J2EE アプリケーションの入れ替えとは，J2EE アプリケーションを
停止しないで，新しい J2EE アプリケーション（展開形式のアプリケーション）と入
れ替える方法です。
JSP コンパイル結果を含む J2EE アプリケーションをリロード機能を使用して運用し
ている場合で，JSP ファイルの修正が発生したときに，cjjspc コマンドによって修正
した JSP ファイルのコンパイルができます。
● リデプロイによる J2EE アプリケーションの入れ替えの場合
リデプロイによる J2EE アプリケーションの入れ替えとは，J2EE アプリケーション
を停止しないで，新しい J2EE アプリケーション（アーカイブ形式のアプリケーショ
ン）と入れ替える方法です。
リデプロイによる J2EE アプリケーションの入れ替えの流れを次に示します。
1. cjjspc コマンドで JSP 事前コンパイルを実施し，J2EE アプリケーションに含まれ
るすべての JSP ファイルを一括してコンパイルします。
2. 1. で生成した JSP コンパイル結果を含んだ EAR ファイルを作成します。
3. 2. の EAR ファイルをリデプロイします。
なお，J2EE アプリケーションの入れ替えの概要については，
「19.6

J2EE アプリケー

ションの入れ替え」を参照してください。なお，リロードについては，
「7.5 J2EE アプ
リケーションの更新検知とリロード」もあわせて参照してください。

4.7.4

JSP 事前コンパイルの実行時の処理

ここでは，JSP 事前コンパイル実行時に実施されるチェックや JSP 事前コンパイル機能
を実行した J2EE アプリケーションの動作について説明します。
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（1） JSP 事前コンパイルで実施されるチェック
JSP 事前コンパイルの実行時には，web.xml の妥当性チェック，および JSP コンパイル
結果のバージョンチェックが実施されます。
（a） web.xml の妥当性チェック
JSP 事前コンパイル機能では，コンパイル処理を実行する前に，web.xml が DTD また
は XML スキーマに従っているかどうかの検証が実施されます。また，JSP 事前コンパ
イル時に参照する要素については，JSP 事前コンパイルに必要な範囲で，設定値が妥当
であるかどうかについても検証されます。スキーマに従っていない場合は，JSP ファイ
ルから Java ファイルを生成する JSP のトランスレーション時に，エラーが発生します。
JSP 事前コンパイル実行時に検証される web.xml の要素を次の表に示します。
表 4-20

JSP 事前コンパイル時に検証される web.xml の要素

タグ名

タグの説明

Servlet のバージョン
2.2

2.3

2.4

<!DOCTYPE>

DOCTYPE 宣言

○

○

×

<web-app>

ルートタグ

○

○

○

サーブレットについての定義

○

○

○

JSP ファイル名

○

○

○

タグライブラリについての定義

○

○

−

<taglib-uri>

タグライブラリの URI

○

○

−

<taglib-location>

タグライブラリ記述ファイル（TLD）の場所

○

○

−

JSP についての定義

−

−

○

タグライブラリについての定義

−

−

○

<taglib-uri>

タグライブラリの URI

−

−

○

<taglib-location>

タグライブラリ記述ファイル（TLD）の場所

−

−

○

指定した URL パターンに合致する JSP の設
定

−

−

○

<url-pattern>

設置を適用する JSP の URL パターン

−

−

○

<el-ignored>

EL（式言語）を無視するかの設定

−

−

○

<scripting-invalid>

スクリプティング要素を無効にするかの設定

−

−

○

<page-encoding>

ページエンコーディング名

−

−

○

<include-prelude>

JSP のヘッダとしてインクルードするファイ
ル

−

−

○

<include-coda>

JSP のフッタとしてインクルードするファイ
ル

−

−

○

<is-xml>

XML 形式で記述されているかの設定

−

−

○

<servlet>
<jsp-file>
<taglib>

<jsp-config>
<taglib>

<jsp-property-group>
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（凡例）○：検証される

×：検証されない

−：サポートしていない要素

参考
Web アプリケーションの Servlet のバージョンが 2.4 のときは，妥当性の検証がデフォルト
で実施されます。Web アプリケーションのバージョンが 2.3 以前の場合，妥当性の検証を行
うかどうかはあらかじめ設定しておく必要があります。検証をするかどうかの設定について
は，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」の J2EE サーバのカスタマイズに関

する記述を参照してください。

（b） JSP コンパイル結果のバージョンチェック
JSP 事前コンパイル機能使用時，J2EE サーバは web.xml で指定された Web アプリケー
ションのバージョンと，JSP コンパイル時の JSP のバージョンが合致するかチェックし
ます。バージョンのチェックは次のタイミングで実施されます。
• アプリケーション開始時に，JSP 事前コンパイルを実施する指定をしていないとき
（-jspc オプションを指定しないで，cjstartapp コマンドでアプリケーションを開始し
たとき）
• cjjspc コマンドを使用して，コンパイル対象外ファイルを指定して Web アプリケー
ション単位の JSP 事前コンパイルを実行したとき
• cjjspc コマンドを使用して，JSP ファイル単位に JSP 事前コンパイルを実行したとき
JSP から生成されるクラスファイルは，web.xml で指定された Web アプリケーションの
バージョンに依存します。JSP 事前コンパイル実行時の Web アプリケーションとバー
ジョンが異なる Web アプリケーションで使用することはできません。このため，Web ア
プリケーションのバージョンを変更した際には，すべての JSP ファイルをコンパイルす
る必要があります。
なお，次の場合は，Web アプリケーションに含まれるすべての JSP をコンパイルするた
め，JSP コンパイル結果のチェックは実施されません。
• コンパイル対象外ファイルを指定しないで Web アプリケーション単位の JSP 事前コ
ンパイルを実行したとき
• アプリケーション開始時の JSP 事前コンパイルを実行したとき

参考
JSP コンパイル結果のバージョンチェックが実施されると，コンパイル対象の Web アプリ
ケーションの JSP ワークディレクトリに，JSP ファイルのバージョン情報が記述された
バージョン情報ファイルが生成されます。バージョン情報ファイルは次の場所に生成されま
す。
<Web アプリケーションのディレクトリ >/WEB-INF/<JSP ワークディレクトリ名 >/
WEB-INF/<JSP ワークディレクトリ名 >/jsp_compile_info
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（c） TLD ファイルのチェック
TLD ファイルは，JSP 事前コンパイル実行時に DTD または XML スキーマに従ってい
るかどうか検証されます。Web アプリケーションのバージョンごとに TLD ファイルの
チェックについて説明します。
● Web アプリケーションのバージョンが 2.4 の場合
デフォルトで検証が実施されます。なお，スキーマに従っていない場合，JSP ファイ
ルのトランスレーション時にエラーとなります。
● Web アプリケーションのバージョンが 2.3 以前の場合
あらかじめ，検証をするかどうか設定しておく必要があります。TLD ファイルを検証
する設定をしている場合に，JSP 事前コンパイル実行時に検証されます。
なお，TLD ファイルの検証については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガ

イド」の JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設定に関する説明を参照してくださ
い。また，設定ファイルについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定

義編」を参照してください。

（2） JSP 事前コンパイル機能を実施したアプリケーションでの JSP
ファイルの扱い
JSP 事前コンパイル機能を実行した J2EE アプリケーションの動作について説明します。
（a） リクエスト実行時および J2EE アプリケーション開始時の動作
JSP 事前コンパイルを実施していると，リクエスト実行時には JSP コンパイルは実施さ
れません。事前コンパイル時に作成した JSP のクラスファイルがロードされ，実行され
ます。
このとき，JSP ファイルからコンパイルされたクラスファイルがない場合などには，エ
ラーになります。JSP 事前コンパイルを実施していて，ファイルがない場合の J2EE
サーバの挙動を次の表に示します。
表 4-21

ファイルがない場合の J2EE サーバの挙動（JSP 事前コンパイルを実行してい
るとき）
存在しないファイル

JSP ファイル

タグファイル

JSP ファイル

JSP ファイルを参照しない

クラスファイル

404 エラーを返す

タグファイル

タグファイルを参照しない

クラスファイル

静的インクルードされたファイル
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500 エラーを返す
（java.lang.NoClassDefFoundError が発生
する）
静的インクルードされたファイルを参照しな
い
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J2EE サーバの挙動

存在しないファイル
TLD ファイル

TLD ファイルを参照しない

事前コンパイルを実施してない場合でファイルがないときは，J2EE サーバは次のように
動作します。
表 4-22

ファイルがない場合の J2EE サーバの挙動（JSP 事前コンパイルを実行してい
ないとき）
J2EE サーバの挙動

存在しないファイル
JSP ファイル

タグファイル

JSP ファイル

404 エラーを返す

クラスファイル

JSP ファイルをコンパイルする

タグファイル

500 エラーを返す（コンパイルエラー）

クラスファイル

タグファイルをコンパイルする

静的インクルードされたファイル

500 エラーを返す（コンパイルエラー）

TLD ファイル

（b） J2EE アプリケーション開始時の動作
web.xml で JSP ファイルに <load-on-startup> を指定した Web アプリケーションの
JSP ファイルを事前コンパイルした場合，J2EE アプリケーション開始時には，JSP コ
ンパイルは実施されません。JSP 事前コンパイル時に生成されたクラスファイルがロー
ドされ，jspInit メソッドが実行されます。このとき，JSP のクラスファイルまたは JSP
が依存するクラスファイルがない場合は，JSP ファイルのロードに失敗します。
なお，サーブレットと JSP のエラー通知の設定が有効になっている場合は，Web アプリ
ケーション開始時に失敗します。サーブレットと JSP のエラー通知の設定については，
マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

（3） JSP 事前コンパイル機能の注意
ここでは，JSP 事前コンパイル機能での注意事項を説明します。
●「jsp_precompile=true」を付加したリクエストの送信
JSP 事前コンパイルを実行したアプリケーションに，クエリ文字列
「jsp_precompile=true」を付加したリクエストを送信しても，JSP コンパイルは実行
されません。
● JSP 事前コンパイルのコマンドの複数起動による同じ Web アプリケーションの操作
cjjspc コマンドの複数起動によって同じ Web アプリケーションに対する JSP 事前コ
ンパイルを実行することはできません。また，アプリケーション開始時の JSP 事前コ
ンパイル実行時に cjjspc コマンドによって同じ Web アプリケーションに対するコンパ
イル処理を実行することはできません。
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なお，コマンドの排他処理のため，JSP 事前コンパイル実行中には，JSP ワークディ
レクトリにロックファイルが生成されます。ロックファイルは次の場所に生成されま
す。
<Web アプリケーションのディレクトリ >/WEB-INF/<JSP ワークディレクトリ名 >/
WEB-INF/<JSP ワークディレクトリ名 >/ExecutingJspPrecompilation.lock
● JSP コンパイル結果を使用するアプリケーションに移行する場合
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの場合，アプリケーション開始時の JSP 事
前コンパイルで生成したコンパイル結果は，アプリケーションの停止時に削除されま
す。
アプリケーション開始時の JSP 事前コンパイルで生成した JSP コンパイル結果を，
アプリケーションの停止後も利用する場合の手順を，J2EE アプリケーションの形式
ごとに説明します。
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの場合
1. アプリケーション開始時の JSP 事前コンパイルを実行する
2. アプリケーションを実行時情報を含めて J2EE アプリケーションをエクスポートす
る
3. リデプロイ機能等を使用して，JSP コンパイル結果を含むアプリケーションに入れ
替える
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの場合
1. cjjspc コマンドまたはアプリケーション開始時に JSP 事前コンパイルを実行する
● JSP コンパイル結果を使用しないアプリケーションに移行する場合
JSP 事前コンパイルで生成された JSP コンパイル結果を使用しない場合は，JSP ワー
クディレクトリを，ディレクトリごと削除する必要があります。
JSP コンパイル結果を使用しない場合の手順を，J2EE アプリケーションの形式ごと
に説明します。
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの場合
1. J2EE アプリケーションをエクスポートする
2. EAR ファイルを展開する
3. <Web アプリケーションのルートディレクトリ >/WEB-INF の下にある，JSP ワー
クディレクトリをディレクトリごと削除する
4. EAR ファイルを作成する
5. リデプロイ機能などを使用して，J2EE アプリケーションを入れ替える
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの場合
1. J2EE アプリケーションを停止する
2. <Web アプリケーションのルートディレクトリ >/WEB-INF の下にある，JSP ワー
クディレクトリをディレクトリごと削除する
3. J2EE アプリケーションを開始する
● JSP ファイルが依存するファイルを修正した場合
タグファイル，静的にインクルードされたファイル，または TLD ファイルを更新し
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た場合は，更新したファイルを参照するすべての JSP ファイルをコンパイルする必要
があります。
● JSP 事前コンパイル機能を使用する展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション
を更新する場合
JSP 事前コンパイル機能を使用する展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション
を更新する場合，次の点に注意してください。
• JSP ファイルまたはタグファイルを J2EE アプリケーションに追加した場合
追加した JSP ファイルまたはタグファイルを参照する JSP ファイルを，すべてコ
ンパイルしてください。なお，JSP ファイルのコンパイルには，JSP 事前コンパイ
ル機能を使用してください。
• 開発環境で更新した JSP コンパイル結果を実行環境に反映する場合
開発環境の J2EE アプリケーションの JSP ワークディレクトリ下にあるクラスファ
イルを，実行環境の J2EE アプリケーションの JSP ワークディレクトリにコピーし
てください。この場合，開発環境で JSP 事前コンパイル実行時に更新された，すべ
てのクラスファイルがコピー対象となります。

4.7.5

JSP コンパイル結果のライフサイクルと出力先

JSP 事前コンパイル機能を使用している場合の，JSP コンパイル結果のライフサイクル
と，JSP コンパイル結果の出力先について説明します。

（1） JSP コンパイル結果のライフサイクル
JSP 事前コンパイルを使用している場合の JSP のコンパイル結果のライフサイクルにつ
いて説明します。
コンパイル結果の生成
JSP 事前コンパイル機能を使用する場合は，次のどちらかのタイミングでコンパイ
ル結果が生成されます。
• cjjspc コマンドを実行するとき
• cjstartapp コマンドに -jspc オプションを指定して Web アプリケーションを開始
するとき
コンパイル結果の削除
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの場合，アプリケーション開始時の JSP
事前コンパイルを実行して生成されたコンパイル結果は，アプリケーションの停止
時に削除されます。

（2） JSP コンパイル結果の出力先
JSP 事前コンパイルを実施すると，JSP ワークディレクトリが作成され，JSP コンパイ
ル結果は JSP ワークディレクトリに出力されます。ただし，コンパイル対象となる JSP
ファイルが存在しない場合は，JSP ワークディレクトリは作成されません。出力される
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ファイルは次のとおりです。
1. JSP ファイルから生成された Java ソースファイル※
2. 1. の Java ソースファイルをコンパイルしたクラスファイル
3. タグファイルから生成された Java ソースファイル※
4. 3. の Java ソースファイルをコンパイルしたクラスファイル
注※

JSP 事前コンパイルを実施する場合は，これらのファイルを保存するかどうか

を設定できます。
ここでは，デフォルトの出力先と，出力先のディレクトリ構成について説明します。
（a） デフォルトの出力先
JSP 事前コンパイルを実行する場合，コンパイル結果は JSP ワークディレクトリに出力
されます。デフォルトの JSP ワークディレクトリは次の場所になります。
Windows の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >¥cosminexus_jsp_work
UNIX の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >/cosminexus_jsp_work
なお，JSP ワークディレクトリ名はデフォルト値が設定されていますが，必要に応じて
変更できます。JSP ワークディレクトリ名の変更については，cjjspc コマンドで JSP 事
前コンパイルを実施する場合は，マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイ
ド」を参照してください。cjstartapp コマンドで J2EE アプリケーションの開始時に
JSP 事前コンパイルを実施する場合は，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイ

ド」の J2EE サーバのカスタマイズに関する説明を参照してください。
（b） 出力先のディレクトリ構成
JSP コンパイル結果は，JSP ワークディレクトリに出力されます。JSP コンパイル結果
の出力先ディレクトリ構成を次の図に示します。なお，この図では JSP ワークディレク
トリはデフォルトのディレクトリ名となっています。
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図 4-16

JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリ構成（JSP 事前コンパイルを実行し
ている場合）

ディレクトリ構成について説明します。
● タグファイルから生成されたクラスのパッケージ名は次の形式となります。
WEB-INF/tags 下のタグファイルの場合
org.apache.jsp.tag.web.</WEB-INF/tags ディレクトリ下のパス >
WEB-INF/lib 下の jar ファイルに含まれるタグファイルの場合
org.apache.jsp.tag.meta.<jar ファイル名をエンコードした文字列 >.<jar ファイ
ル内の META-INF/tags ディレクトリ下のパス >
● JSP ファイルおよびタグファイルから生成されるクラスファイルの出力先ディレクト
リのパス長は，OS の上限によって制限があります。OS の上限を超えるパス長になる
場合は，JSP ワークディレクトリ名を変更してください。
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4.7.6

JSP 事前コンパイルを使用しない場合の JSP コンパ
イル結果

JSP 事前コンパイルを使用しない場合，JSP ファイルのコンパイルは，JSP ファイルへ
の初回アクセス時に実施されます。ここでは，JSP 事前コンパイル機能を使用しない場
合の，JSP コンパイル結果について説明します。

（1） JSP コンパイル結果のライフサイクル
JSP 事前コンパイルを使用しない場合の JSP のコンパイル結果のライフサイクルについ
て説明します。
コンパイル結果の生成
JSP 事前コンパイル機能で事前に JSP ファイルのコンパイルを実施していない場合
は，JSP コンパイル結果は次のどちらかのタイミングで生成されます。
• JSP に最初にアクセスするとき
• DD（web.xml）で JSP に対し <load-on-startup> が指定されている，Web アプリ
ケーションを開始するとき
コンパイル結果の削除
JSP のコンパイル結果は，次のタイミングで削除されます。
• J2EE アプリケーションのアンデプロイ時
• J2EE サーバの起動時※
• J2EE サーバの終了時※
注※
JSP コンパイル結果を保持しない設定にしている場合，削除されます。なお，
J2EE サーバ起動時については，コンパイル結果の削除は，サーバが強制終了
された場合に備えて実施されます。

（2） JSP ファイルのコンパイル結果の保持
JSP 事前コンパイルをしない場合，JSP コンパイル結果は J2EE サーバを停止または再
起動するときに削除されます。Web コンテナでは，JSP のコンパイル結果である，Java
ソースファイルおよびクラスファイルを，J2EE サーバの再起動時に保持するかどうか設
定できます。
JSP ファイルのコンパイル結果を保持するための設定は，J2EE サーバのプロパティを
カスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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！

注意事項
Web アプリケーションアンデプロイ時の注意
デフォルトでは，JSP のコンパイル結果を保持する設定になっています。また，JSP コ
ンパイル結果を保持する設定をしていても，Web アプリケーションをアンデプロイする
と，JSP のコンパイル結果は削除されます。このため，ユーザは，サーバの再起動時に
JSP のコンパイル結果を削除する必要はありません。JSP コンパイル結果を保持する設
定で Web コンテナを稼働したあと，JSP コンパイル結果が不要となった場合は，J2EE
アプリケーションをアンデプロイしてください。
JSP のコンパイル結果は保持する設定にしておくことをお勧めします。

（3） JSP コンパイル結果の出力先
JSP 事前コンパイルを実施していない場合，JSP コンパイル結果は JSP 用テンポラリ
ディレクトリに出力されます。
出力されるファイルは次のとおりです。
1. JSP ファイルから生成された Java ソースファイル
2. 1. の Java ソースファイルをコンパイルしたクラスファイル
3. タグファイルから生成された Java ソースファイル
4. 3. の Java ソースファイルをコンパイルしたクラスファイル
ここでは，デフォルトの出力先と，出力先のディレクトリ構成について説明します。
（a） デフォルトの出力先
JSP 事前コンパイルを実行していない場合，JSP コンパイル結果は，JSP 用テンポラリ
ディレクトリ下に作成される，Web アプリケーション単位のディレクトリに出力されま
す。デフォルトの JSP 用テンポラリディレクトリは次の場所になります。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥repository¥< サーバ名
称 >¥web
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/repository/< サーバ名称 >/web
なお，JSP 用テンポラリディレクトリは，デフォルト値が設定されていますが，必要に
応じて変更できます。JSP 用テンポラリディレクトリの変更については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」の J2EE サーバのカスタマイズに関する説明を参
照してください。
（b） 出力先のディレクトリ構成
JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 4-17

JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリ構成（JSP 事前コンパイルを実行し
ていない場合）

ディレクトリ構成について説明します。
● タグファイルから生成されたクラスのパッケージ名は次の形式となります。
WEB-INF/tags 下のタグファイルの場合
org.apache.jsp.tag.web.</WEB-INF/tags ディレクトリ下のパス >
WEB-INF/lib 下の jar ファイルに含まれるタグファイルの場合
org.apache.jsp.tag.meta.<jar ファイル名をエンコードした文字列 >.<jar ファイ
ル内の META-INF/tags ディレクトリ下のパス >
● JSP ファイルおよびタグファイルから生成されるクラスファイルの出力先ディレクト
リのパス長は，OS の上限によって制限があります。OS の上限を超えるパス長になる
場合は，JSP ワークディレクトリ名を変更してください。

160

4. Web コンテナ

4.8 アプリケーションのイベントリスナ
Web アプリケーション単位でのイベントリスナ機能があります。アプリケーションイベ
ントリスナは，Web アプリケーションのデプロイ時にインスタンス化されます。インス
タンス化されたアプリケーションイベントリスナは，サーブレットコンテキストオブ
ジェクトまたはセッションオブジェクトのどちらか一方，または両方の状態変化イベン
トを受け取ります。リスナオブジェクトが受け取るイベントを次に示します。
• セッションオブジェクトの新規生成
• セッションオブジェクトのシリアライズ前※ 1
• セッションオブジェクトのデシリアライズ後※ 1
• セッションオブジェクトの抹消
• セッションオブジェクトの属性の追加，削除，変更
• サーブレットコンテキストオブジェクトの生成
• サーブレットコンテキストオブジェクトの抹消
• サーブレットコンテキストオブジェクトの属性の追加，削除，変更
• Web アプリケーションへのリクエストの到着※ 2
• Web アプリケーションでのリクエスト処理の完了※ 2
• リクエストオブジェクトの属性の追加，削除，変更※ 2
注※ 1
サーブレットエンジンのベンダ独自処理の都合で，セッションオブジェクトをシ
リアライズして格納，通信し，別の時点でデシリアライズして処理を再開するこ
とが，Servlet API では想定されています。
セッションオブジェクトに，これらのイベント通知が設けられている意図は，
セッションオブジェクトにデータだけでなく，データベースコネクションやオブ
ジェクトリファレンスなどの資源を持たせられるようにするためです。セッショ
ンオブジェクトに資源を持たせるような設計のアプリケーションでは，シリアラ
イズの前にいったん資源を解放し，デシリアライズ後に再び獲得するようにしな
ければなりません。
セッションオブジェクトに資源を持たせるという構成は，注意深く利用しないと
サーバ全体の必要資源量を大幅に増大させてしまい，資源が不足するおそれがあ
ります。このため，イベントリスナ機能は，資源を確保できる場合に利用してく
ださい。
注※ 2
Servlet 2.4 の場合だけ使用できます。
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4.9 タグファイルの実行
Application Server では，JSP 2.0 で規定されている JSP の構文に従って作成されたタ
グファイルを実行できます。タグファイルの実行では，次の内容が実施されます。
• タグファイルを java クラスに変換する
• 変換した java クラスファイルをコンパイルする
• コンパイルしたファイルを JavaVM 内にロードして実行する
タグファイルを使用すると，従来，カスタムタグライブラリで実現していたタグの拡張
を JSP の構文だけで記述できます。
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4.10 JSP EL の実行
Application Server では，JSP 2.0 で規定されている EL の構文に従って作成された EL
式を実行できます。JSP EL を使用すると，JSP ファイルやタグファイル内で
JavaBeans 属性へのアクセスなどを記述できます。
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4.11 リクエストおよびレスポンスのフィルタ
リング
Cosminexus で使用できるフィルタリングの機能には，Servlet 仕様で規定されている機
能と，Cosminexus で提供する機能があります。どちらの機能も，サーブレット /JSP の
リクエストやレスポンスに対してフィルタリングをする機能です。
Servlet 仕様で規定されているフィルタリング機能では，サーブレット /JSP を実行する
前のリクエスト，またはサーブレット /JSP を実行したあとのレスポンスをラップしま
す。これによって，データの変更，リソースに対するトレースの取得などができます。
また，Cosminexus が提供するフィルタリング機能では，セッション情報を引き継いだ
り，HTTP レスポンスを圧縮したりできます。Cosminexus では，これらのフィルタリ
ング機能を使用するためにサーブレットフィルタを提供しています。Cosminexus が提
供するサーブレットフィルタを built-in フィルタといいます。次項で Cosminexus が提供
する built-in フィルタについて説明します。

4.11.1

Cosminexus が提供するサーブレットフィルタ
（built-in フィルタ）

Cosminexus では，次に示す機能を使用するためのサーブレットフィルタ（built-in フィ
ルタ）を提供しています。
• J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ（セッションフェイルオーバ機能）
J2EE サーバ間のセッション情報を引き継ぐために，Cosminexus は built-in フィル
タとしてセッションフェイルオーバ用フィルタを提供しています。
• HTTP レスポンスの圧縮
HTTP リクエストに対する HTTP レスポンスを圧縮するために，Cosminexus は
built-in フィルタとして HTTP レスポンス圧縮フィルタを提供しています。
built-in フィルタの種類を次の表に示します。また，Web アプリケーションに built-in
フィルタを組み込むことによって使用できる機能の参照先をあわせて示します。
表 4-23

built-in フィルタの種類

built-in フィルタの種類

機能の説明

セッションフェイルオーバ用
フィルタ

J2EE アプリケーションで実行中のセッション情報を管理し
ます。J2EE サーバで障害が発生したときに，管理している
セッション情報をほかの J2EE サーバに引き継ぎます。

12 章

HTTP レスポンス圧縮フィル
タ

サーブレット，JSP，および静的コンテンツへの HTTP リ
クエストに対する HTTP レスポンスを gzip 形式に圧縮しま
す。

4.12
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以降で，built-in フィルタの HTTP リクエスト・HTTP レスポンスへの作用，built-in
フィルタの動作条件に関する制約について説明します。

（1） HTTP リクエストおよび HTTP レスポンスへの作用
built-in フィルタは，クライアント側から送信される HTTP リクエストのリクエスト
ヘッダ，およびリクエストボディに対して作用して，情報の削除，追加，変更などを実
施する場合があります。また，サーバから送信される HTTP レスポンスのレスポンス
ヘッダ，およびレスポンスボディに対して同様に作用する場合もあります。built-in フィ
ルタの HTTP リクエストおよび HTTP レスポンスへの作用を次の表に示します。
表 4-24

built-in フィルタの HTTP リクエストおよび HTTP レスポンスへの作用

built-in フィルタ
の種類

HTTP リクエストへの作用

HTTP レスポンスへの作用

セッションフェ
イルオーバ用
フィルタ

−

−

HTTP レスポン
ス圧縮フィルタ

−

レスポンスボディが圧縮される場合，
Content-Encoding ヘッダに「gzip」を指定
します。また，レスポンスボディを gzip 形
式で圧縮します。

（凡例） −：該当なし

（2） 動作条件に関する制約
ユーザのフィルタと，built-in フィルタを同時に使用する場合，フィルタ連鎖の中で
built-in フィルタが呼び出される順序に制約があります。
built-in フィルタごとに次に示す制約について説明します。
• 位置に関する制約
フィルタ連鎖中の built-in フィルタの位置（呼び出される順序）に関する制約です。
• 動作条件に関する制約
built-in フィルタが動作する上での前提条件などの動作条件に関する制約です。
• 前後に配置するほかのサーブレットフィルタに対する制約
built-in フィルタの前後に配置するサーブレットフィルタに対する制約です。
（a） セッションフェイルオーバ用フィルタに対する制約
セッションフェイルオーバ用フィルタに対する制約を次の表に示します。
表 4-25
制約の種類
位置に関する
制約

セッションフェイルオーバ用フィルタに対する制約
説明
フィルタ連鎖の中で，最初に呼び出される必要があります。すべてのユーザのフィル
タおよび built-in フィルタよりも前に配置する必要があります。
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制約の種類

説明

動作条件に関
する制約

−

前後に配置す
るほかのサー
ブレットフィ
ルタに対する
制約

−

（凡例） −：該当なし

（b） HTTP レスポンス圧縮フィルタに対する制約
HTTP レスポンス圧縮フィルタに対する制約を次の表に示します。
表 4-26

HTTP レスポンス圧縮フィルタに対する制約

制約の種類

説明

位置に関する
制約

−

動作条件に関
する制約

−

前後に配置す
るほかのサー
ブレットフィ
ルタに対する
制約

javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスの setHeader メソッド，addHeader
メソッド，setIntHeader メソッド，または addIntHeader メソッドを使用して，
Content-Length ヘッダ，または Content-Encoding ヘッダの設定を変更するサーブ
レットフィルタと同時に使用する場合，そのサーブレットフィルタは HTTP レスポン
ス圧縮フィルタよりあとに配置する必要があります。

（凡例） −：該当なし

4.11.2 フィルタ連鎖の推奨例
フィルタ連鎖の推奨例を次に示します。次に示す順序で連鎖するように配置してくださ
い。
なお，例で説明するユーザのフィルタは，リクエストボディおよびレスポンスボディに
作用する一般的なフィルタを想定しています。
● セッションフェイルオーバ用フィルタ，HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用する場
合
1. セッションフェイルオーバ用フィルタ
2. HTTP レスポンス圧縮フィルタ
● セッションフェイルオーバ用フィルタ，HTTP レスポンス圧縮フィルタ，およびユー
ザのフィルタ（FilterA）を使用する場合
1. セッションフェイルオーバ用フィルタ
2. HTTP レスポンス圧縮フィルタ

166

4. Web コンテナ

3. ユーザのフィルタ（FilterA）
● セッションフェイルオーバ用フィルタ，およびユーザのフィルタ（FilterC）を使用す
る場合
1. セッションフェイルオーバ用フィルタ
2. ユーザのフィルタ（FilterC）
● HTTP レスポンス圧縮フィルタ，およびユーザのフィルタ（FilterD）を使用する場合
1. HTTP レスポンス圧縮フィルタ
2. ユーザのフィルタ（FilterD）
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4.12 フィルタリングによる HTTP レスポンス
の圧縮
ここでは，サーブレット，JSP，および静的コンテンツへの HTTP リクエストに対する
HTTP レスポンスを圧縮する機能について説明します。この機能を，HTTP レスポンス
圧縮機能といいます。この機能は，Web アプリケーションに組み込んで動作させるサー
ブレットフィルタとして提供されています。これを，HTTP レスポンス圧縮フィルタと
いいます。
この機能を使用することによって，Web コンテナと Web クライアント（ブラウザなど）
との間の HTTP レスポンス通信に掛かる時間を削減できます。
HTTP レスポンス圧縮機能を使用するための設定は，J2EE アプリケーションに含まれ
るフィルタおよび Web アプリケーションの属性（プロパティ）として設定します。
J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガ
イド」を参照してください。

4.12.1

HTTP レスポンス圧縮フィルタの概要

HTTP レスポンス圧縮機能を有効にすると，HTTP レスポンスのレスポンスボディを
gzip 形式に圧縮します。HTTP レスポンス圧縮機能の概要を次の図に示します。
図 4-18

HTTP レスポンス圧縮機能の概要

HTTP レスポンス圧縮機能を有効にするためには，Cosminexus が提供する HTTP レス
ポンス圧縮フィルタを Web アプリケーションに組み込む必要があります。HTTP レスポ
ンス圧縮機能を適用する場合，Web アプリケーションの DD（web.xml）に HTTP レス
ポンス圧縮フィルタのフィルタ定義，およびフィルタマッピングの定義を追加します。
J2EE サーバにデプロイ済みの Web アプリケーションに適用する場合は，サーバ管理コ
マンドを使用して，HTTP レスポンス圧縮フィルタのフィルタ定義，およびフィルタ
マッピングの定義を追加します。
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4.12.2

HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するための条
件

ここでは，HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用する場合の条件や注意事項について説
明します。

（1） 前提条件
HTTP レスポンス圧縮機能を使用にするには，次の前提条件を満たしている必要があり
ます。
● Web クライアントの gzip 形式の対応
HTTP レスポンス圧縮機能を有効にした場合，gzip 形式で圧縮された HTTP レスポン
スを Web クライアントで解凍する必要があります。そのため，Web クライアントが
gzip 形式に対応していることが前提となります。Web クライアントが gzip 形式に対
応していない場合は，HTTP レスポンス圧縮機能を有効にしていても，HTTP レスポ
ンスは圧縮されません。
● Web クライアントの HTTP/1.1 の対応
HTTP レスポンス圧縮機能では，Web クライアントが gzip 形式に対応しているかど
うかを HTTP リクエストの Accept-Encoding ヘッダに指定された値によって判定して
います。そのため，Web クライアントは Accept-Encoding ヘッダの仕様が規定されて
いる HTTP/1.1 に対応している必要があります。

（2） 必要なメモリ量
HTTP レスポンス圧縮機能に必要なメモリ量は次の計算式で求められます。
HTTP レスポンス圧縮機能に必要なメモリ量（バイト）=HTTP レスポンス圧縮機能が有
効となる HTTP リクエストの同時実行数×レスポンスの圧縮しきい値（バイト）
圧縮しきい値とは，HTTP レスポンスボディのサイズによって，HTTP レスポンスを圧
縮するかどうかを判定するためのしきい値です。HTTP レスポンスボディのサイズが圧
縮しきい値に定義したサイズを超える場合にだけ，HTTP レスポンスを圧縮します。な
お，圧縮しきい値は，HTTP リクエストに対して設定します。
圧縮しきい値は，DD（web.xml）に定義します。圧縮しきい値を定義することで，
HTTP レスポンスのサイズが小さい場合に，HTTP レスポンスの圧縮に掛かる時間が，
通信に掛かる時間よりも大きくならないようにします。
圧縮しきい値は，圧縮するリソースの種別と通信回線の速度によって適切なサイズが決
まります。圧縮しきい値に定義するサイズは実測で求め，適切なサイズを定義すること
を推奨します。
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（3） HTTP レスポンス圧縮機能を有効にする場合の条件
HTTP レスポンス圧縮機能が有効になる条件を指定できます。指定できる条件を次に示
します。
● HTTP リクエストの URL パターン
HTTP レスポンス圧縮フィルタを実装している Web アプリケーションに対するリクエ
ストの URL が，指定した URL パターンと一致する場合，そのリクエストに対するレ
スポンスを圧縮します。
HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP リクエストの URL パターンとして
「*.html」を指定した場合の例を次の図に示します。
図 4-19

HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP リクエストの URL パターンとして
「*.html」を指定した場合の例

● HTTP レスポンスの Media-Type
HTTP レスポンスの Content-Type ヘッダに含まれる Media-Type の値が，指定した
値と一致する場合，HTTP レスポンスを圧縮します。
HTTP レスポンスの Media-Type は，サーブレット /JSP の場合は J2EE アプリケー
ションが setContentType メソッドによって設定した値です。静的コンテンツの場合
は拡張子に対応づけられた MIME タイプとなります。
HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP レスポンスの Media-Type として「text/
html」を指定した場合の例を次の図に示します。
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図 4-20

HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP レスポンスの Media-Type として
「text/html」を指定した場合の例

● HTTP レスポンスのボディサイズ
HTTP レスポンスの圧縮を実行するためしきい値を設定して，ボディサイズがこのし
きい値を超える場合，HTTP レスポンスを圧縮します。
HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP レスポンスのボディサイズとして「200 バ
イト」を指定して HTTP レスポンス圧縮機能を有効にした場合の例を次の図に示しま
す。
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図 4-21

HTTP レスポンスの圧縮を実行する HTTP レスポンスのボディサイズとして
「200 バイト」を指定した場合の例

（4） 注意事項
HTTP レスポンス圧縮フィルタの定義に関する注意事項
HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用する場合，built-in フィルタの HTTP リクエ
ストおよび HTTP レスポンスへの作用やフィルタ連鎖の順序制約を考慮して，Web
アプリケーションに HTTP レスポンス圧縮フィルタを組み込む必要があります。
built-in フィルタの詳細については，
「4.11.1 Cosminexus が提供するサーブレット
フィルタ（built-in フィルタ）
」を参照してください。
エラーページに関する注意事項
HTTP レスポンス圧縮機能を使用する Web アプリケーションでは，次の機能を使用
してエラーページをカスタマイズできます。
• Web サーバの機能を使用したエラーページのカスタマイズ
• インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズ
• web.xml の <error-page> タグを使用したエラーページのカスタマイズ
web.xml の <error-page> タグを使用したエラーページを使用する場合は，エラー
ページに静的コンテンツ，またはレスポンスから
javax.servlet.SevletOutputStream を取得して使用するサーブレットを指定してく
ださい。
HTTP レスポンス圧縮機能では圧縮後のデータの出力にレスポンスオブジェクトか
ら取得した javax.servlet.ServletOutputStream を使用します。そのため，エラー
ページを生成するサーブレット，または JSP でレスポンスオブジェクトからは，
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java.io.PrintWriter を取得することができません。

4.12.3

HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するアプリ
ケーションの実装

ここでは，HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するアプリケーションを開発するとき
の注意事項について説明します。

（1） ほかのフィルタと併用する場合の呼び出し順序
HTTP レスポンス圧縮フィルタは，HTTP レスポンスのヘッダに設定するほかのフィル
タよりも前に呼び出される必要があります。javax.servlet.http.HttpServletResponse の
setHeader メソッド，addHeader メソッド，setIntHeader メソッド，および
addIntHeader メソッドを使用して，Content-Length ヘッダ，Content-Encoding ヘッ
ダを設定するほかのフィルタを使用する場合は，HTTP レスポンス圧縮フィルタよりも
後ろに配置してください。

（2） HTTP レスポンスのバッファに関する注意事項
HTTP レスポンス圧縮機能を有効にした場合，HTTP レスポンスのバッファよりも前に
圧縮しきい値に指定したサイズのバッファが設けられます。HTTP レスポンスのバッ
ファには，出力したデータが圧縮しきい値を超えたときに書き込まれます。
圧縮後のデータサイズが HTTP レスポンスのバッファサイズを超えなければ，Web クラ
イアントに HTTP レスポンスが書き出されることはありません。出力したデータのサイ
ズが圧縮しきい値を超える前に，HTTP レスポンスを Web クライアントに書き出す必要
がある場合は，明示的にレスポンス出力用ストリーム※の flush メソッドを呼び出す必要
があります。ただし，出力したデータのサイズが圧縮しきい値を超える前に flush メソッ
ド，または javax.servlet.ServletResponse クラスの flushBuffer メソッドを呼び出した
場合は，出力したデータは圧縮されないで Web クライアントに書き出されます。
注※
レスポンス出力用ストリームとは，次に示すオブジェクトを指します。
• javax.servlet. ServletResponse クラスの getOutputStream メソッドによって取
得した javax.servlet.ServletOutputStream
• javax.servlet. ServletResponse クラスの getWriter メソッドによって取得した
java.io.PrintWriter
• JSP で暗黙的に利用できる javax.servlet.jsp.JspWriter

（3） HTTP レスポンスのレスポンスヘッダに関する注意事項
HTTP レスポンス圧縮機能によって HTTP レスポンスのレスポンスボディが圧縮される
場合，この HTTP レスポンスの Content-Encoding ヘッダには gzip，Vary ヘッダには
Accept-Encoding が指定されます。Content-Length ヘッダには何も指定されません。
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したがって，javax.servlet.ServletResponse クラスの setContentLength メソッドを使
用する場合と javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスのレスポンスヘッダを追
加・変更する API ※を使用する場合は，次の点に注意してください。
● 次のどちらかの API を使用して Content-Length ヘッダ，Content-Encoding ヘッダ
を設定するフィルタを追加している場合は，レスポンス圧縮用フィルタよりもあとに
実行されるように DD（web.xml）で定義してください。
• ServletResponse クラスの setContentLength メソッド
• HttpServletResponse クラスのレスポンスヘッダを追加・変更する API ※
● HTTP レスポンスのレスポンスボディが圧縮される場合，ServletResponse クラスの
setContentLength メソッド，および HttpServletResponse クラスのレスポンスヘッ
ダを追加・変更する API ※を使用しても，HTTP レスポンスの Content-Length ヘッ
ダは付加されません。Content-Length ヘッダが付加されていない HTTP レスポンス
は Web コンテナによって chunk 形式でクライアントに送信されます。
● HTTP レスポンスのレスポンスボディが圧縮される場合，HttpServletResponse クラ
スのレスポンスヘッダを追加・変更する API ※を使用しても Content-Encoding ヘッ
ダには値が設定されません。レスポンスボディが圧縮される場合は，Web コンテナに
よって Content-Encoding ヘッダに gzip が指定されます。
注※
レスポンスヘッダを追加・変更する API とは，
javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスの次のメソッドを指します。
• setHeader メソッド
• addHeader メソッド
• setIntHeader メソッド
• addIntHeader メソッド

（4） HTTP レスポンスのデータ出力に関する注意事項
javax.servlet.ServletResponse クラスの getOutputStream メソッド，または getWriter
メソッドによって ServletOutputStream または PrintWriter を取得し，HTTP レスポン
スを出力する場合は，次の点に注意してください。
● ServletOutputStream または PrintWriter を使用して，HTTP レスポンスのバッファ
にデータを書き出している状態で，ServletResponse の setContentType メソッドを
呼び出した場合，圧縮するように指定された Media-Type を持つ HTTP レスポンスで
あっても圧縮されません。
ただし，圧縮する Media-Type にアスタリスク（*）が指定されているときは圧縮され
ます。
● Media-Type を指定して JSP の出力を圧縮するためには，page ディレクティブの
contentType 属性を指定するか，または JSP のバッファを超える前に
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ServletResponse クラスの setContentType メソッドを呼び出す必要があります。

（5） アプリケーションで HTTP レスポンスを圧縮する場合の注意事項
アプリケーションで圧縮した HTTP レスポンスには，HTTP レスポンス圧縮機能が有効
にならないように設定してください。アプリケーションで圧縮した HTTP レスポンスに
対して，HTTP レスポンス圧縮機能を有効にした場合の動作は保証できません。

4.12.4

HTTP レスポンス圧縮機能を使用する場合の DD の定
義内容

ここでは，HTTP レスポンス圧縮機能を使用する場合に必要な DD の定義について説明
します。
HTTP レスポンス圧縮機能を有効にするためには，Web アプリケーションの DD に，
フィルタ定義およびフィルタマッピング定義を追加する必要があります。HTTP レスポ
ンス圧縮機能は，フィルタマッピング定義によってマッピングされた URL パターンを持
つリソースに対してリクエストがあった場合にだけ有効となります。
次に示す DD の定義例を基に，DD の定義内容を説明します。
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/*=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:1000;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
<!−The filter mappings for Response Compression Filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

<filter> タグで囲まれた部分がフィルタ定義，<filter-mapping> タグで囲まれた部分が
フィルタマッピング定義となります。フィルタ定義の <filter-name> タグおよび
<filter-class> タグに指定する値は，次のパッケージ名で固定です。
com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter
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次に，DD の <init-param> タグ内に定義する内容を示します。
表 4-27

HTTP レスポンス圧縮機能使用時の DD の定義内容

定義する項目

<param-name> に指
定する要素

<param-value> に指定する内容

デフォルト
値

URL パターンと
HTTP レスポンス
圧縮規則のマッピ
ング

url-mapping

URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規
則名とのマッピングを指定します。
指定を省略した場合は，デフォルト値が
適用されます。

/*

HTTP レスポンス
圧縮規則

HTTP レスポンス圧
縮規則名

圧縮する HTTP レスポンスの
Media-Type と圧縮しきい値（バイト単
位）を指定します。圧縮しきい値は，100
〜 2147483647 の整数値で指定します。
指定を省略した場合は，すべての
Media-Type に圧縮しきい値 100 が適用
されます。

100

（1） URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規則のマッピング
（url-mapping）
HTTP レスポンス圧縮機能が有効となる URL パターンと，指定した URL パターンに適
用する HTTP レスポンス圧縮規則名のマッピングを指定します。
パラメタ指定時の規則および URL パターンのマッピング規則を示します。
（a） パラメタ指定時の規則
• URL パターンは，大文字と小文字が区別されます。
• HTTP レスポンス圧縮規則名は，大文字と小文字が区別されます。
• URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規則名は，半角のイコール（=）で区切りま
す。
• 複数指定する場合は，半角のセミコロン（;）で区切ります。
• 複数の URL パターンに該当する場合は，先に指定したものが使用されます。
• パラメタ値の改行，タブ，スペースは無視されます。
• パラメタ値の末尾にある半角のセミコロン（;）は無視されます。
（b） URL パターンのマッピング規則
url-mapping パラメタに定義する URL パターンには，パス一致，拡張子一致，および完
全一致のマッピング規則が適用されます。それぞれのマッピング規則を次に示します。
● パス一致
URL パターンとして「/」で始まり「/*」で終わる文字列を指定した場合は，リクエス
ト URL のコンテキストルートからの相対パスが URL パターンの「*」を除く文字列
で始まっているときに，一致したとみなされます。また，URL パターンとして「/*」
を指定した場合は，すべてのリクエスト URL が一致したとみなされます。
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（例）
URL パターンが「/jsp/*」では，リクエスト URL のコンテキストルートからの
相対パスが「/jsp/index.jsp」の場合に一致したとみなされます。
● 拡張子一致
URL パターンとして「*.」で始まる文字列を指定した場合は，リクエスト URL の拡
張子と URL パターンの「*.」に続く文字列と同じであるときに，一致したとみなされ
ます。
（例）
URL パターンが「*.jsp」では，リクエスト URL のコンテキストルートからの相
対パスが「/jsp/index.jsp」の場合に一致したとみなされます。
● 完全一致
URL パターンとして「/」で始まる上記以外の文字列を指定した場合は，リクエスト
URL のコンテキストルートからの相対パスがこの URL パターンと完全に同じである
ときに，一致したとみなされます。
（例）
URL パターンが「/jsp/index.jsp」では，リクエスト URL のコンテキストルート
からの相対パスが「/ jsp/index.jsp」の場合に一致したとみなされます。

（2） HTTP レスポンス圧縮規則
圧縮する HTTP レスポンスの Media-Type と圧縮しきい値を指定します。圧縮しきい値
（バイト単位）は，100 から 2147483647 までの整数値で指定します。
パラメタ指定時の規則を示します。
• Media-Type にアスタリスク（*）を指定した場合は，すべての Media-Type を表しま
す。ただし，Media-Type ごとの指定がある場合は，Media-Type ごとの指定が優先さ
れます。
• Media-Type は，大文字と小文字が区別されません。
• Media-Type と圧縮しきい値は，半角のコロン（:）で区切ります。
• 複数指定する場合は半角のセミコロン（;）で区切ります。
• 同じ Media-Type を複数指定した場合はあとに指定したものが使用されます。
• パラメタ値の改行，タブ，スペースは無視されます。
• パラメタ値の末尾にある半角のセミコロン（;）は無視されます。
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4.12.5

HTTP レスポンス圧縮機能を使用する DD の定義例

ここでは，次に示すそれぞれの場合を例に，HTTP レスポンス圧縮機能を使用する DD
の定義例を示します。
• HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合
• URL パターンで圧縮条件を指定する場合
• HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合
• 圧縮条件を組み合わせて指定する場合

（1） HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合
HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合の定義例を示します。
<web-app>
：
<!− The filter for Response Compression Filter -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/*=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:1000;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
<!−The filter mappings for Response Compression Filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
</web-app>

定義例では，URL パターンが /* のアクセスに対する HTTP レスポンスで，ボディサイ
ズが 1,000 バイトを超えるものを圧縮します。
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（2） URL パターンで圧縮条件を指定する場合
URL パターンで圧縮条件を指定する場合の定義例を示します。
<web-app>
：
<!− The filter for Response Compression Filter -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/app/dir/*=rule1;
*.html=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:100;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
<!−The filter mappings for Response Compression Filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
</web-app>

定義例では，URL パターンが /app/* のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条件
を満たすものを圧縮します。
• HTTP リクエストの URL パターンが /app/dir/* で，ボディサイズが 100 バイトを超
える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが *.html で，ボディサイズが 100 バイトを超える
HTTP レスポンス
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（3） HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合
HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合の定義例を示します。
<web-app>
：
<!− The filter for Response Compression Filter -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/*=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
text/html:500;
application/pdf:1000;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
<!−The filter mappings for Response Compression Filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
</web-app>

定義例は URL パターンが /* のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条件を満たす
ものを圧縮します。
• Media-Type が text/html でボディサイズが 500 バイトを超える HTTP レスポンス
• Media-Type が application/pdf でボディサイズが 1,000 バイトを超える HTTP レスポ
ンス
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（4） 圧縮条件を組み合わせて指定する場合
次に示す例のように，圧縮条件を組み合わせて定義することもできます。
<web-app>
：
<!− The filter for Response Compression Filter -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/app/dir1/*=rule1;
/app/dir2/*=rule2;
*.html=rule3;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:500;
application/pdf:1000;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule2</param-name>
<param-value>
application/pdf:2000;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule3</param-name>
<param-value>
*:100;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
<!-- The filter mappings for Response Compression Filter -->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
</web-app>

定義例では，URL パターンが /app/* のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条件
を満たすものを圧縮します。
• HTTP リクエストの URL パターンが /app/dir1/* で Media-Type が application/pdf 以
外，ボディサイズが 500 バイトを超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが /app/dir1/* で Media-Type が application/pdf，
ボディサイズが 1,000 バイトを超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが /app/dir2/* で Media-Type が application/pdf，
ボディサイズが 2,000 バイトを超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが *.html でボディサイズが 100 バイトを超える
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HTTP レスポンス
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4.13 Web コンテナのセキュリティ管理
Web コンテナではセキュリティの機能として，SSL による暗号化，ロールに基づくユー
ザ認証，および Web コンテナの実行時の保護機能が提供されています。

4.13.1

SSL 使用による認証情報とデータの暗号化

SSL をサポートする Web サーバとの連携では，Web サーバと Web クライアント間の
SSL による暗号化が有効になります。

（1） Web サーバの認証機能
Web サーバの機能には，サーバ認証の機能とクライアント認証の機能があります。
サーバ認証
サーバ認証では，サーバにインストールされた鍵交換用の証書を用いて，ブラウザ
からサーバあてに共通鍵の基となる乱数情報を暗号化して送ります。
この暗号を解くための秘密鍵は，鍵交換用の証書の持ち主であるサーバだけが知っ
ているので，クライアントから見て正当なサーバの場合だけ，ハンドシェイクが成
立します。この過程では，サーバは電子署名をしませんが，ハンドシェイクの成立
後にサーバが正当であるかどうかの見直しができます。
クライアント認証
クライアント認証では，サーバからブラウザに乱数データを送ってクライアントで
電子署名を付与させて，ブラウザにインストールされた電子署名用の証書とともに
サーバに送り返させます。
乱数データにブラウザが電子署名を付けて見せることで，ブラウザ自身が秘密鍵を
保有していることをサーバに証明します。これによって，サーバ側では，クライア
ントが証明書に対応した秘密鍵を所有していることを確認できます。
なお，ここで説明する SSL 関連の機能を使用する場合，あらかじめ Web サーバである
Hitachi Web Server または Microsoft IIS に SSL の設定をしておく必要があります。
Hitachi Web Server または Microsoft IIS の SSL の設定方法については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（2） 通信路のセキュリティレベルの要請
Web アプリケーションから Web コンテナに対して，通信路の暗号化レベルの要請をしま
す。通信路の暗号化レベルの要請は，Web サーバと連携する場合に使用できます。
暗号化レベルには，保護なし（NONE）
，改ざん防止（INTEGRAL），または秘匿
（CONFIDENTIAL）の 3 段階を指定できます。暗号化レベルに，改ざん防止または秘匿
が指定された場合に，SSL が使用されます。
この機能を使用すると，保護が要求されたページに対してアクセスできるのは，SSL を

183

4. Web コンテナ

使用したアクセスだけに限定できます。保護が要請されたページに対してブラウザが
HTTP でリクエストを送った場合，Web コンテナはブラウザに対して HTTPS で同じ
ページに再度アクセスを要求する HTTP レスポンスを返します。その結果，ブラウザは
HTTPS で同じページにアクセスし直します。なお，セキュリティレベルの設定は，Web
アプリケーション全体だけではなく，Web アプリケーション内の一部のページに対して
も指定できます。これによって，HTTPS 以外での該当ページへのアクセスを防止しま
す。
通信路の暗号化レベルの要請は，J2EE アプリケーションに含まれる Web アプリケー
ションの DD（WEB-INF/web.xml）として設定します。J2EE アプリケーションの設定
については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

！

注意事項
Web サーバと連携している場合で，転送先の HTTPS のポート番号を設定していない場合，
保護が要請されたページに対してアクセスすると 403 エラーになります。
なお，インプロセス HTTP サーバまたは簡易 Web サーバを使用している場合は転送先の
HTTPS のポート番号の設定内容にかかわらず，保護が要請されたページにはアクセスでき
ません。403 エラーになります。
転送先の HTTP サーバのポート番号の設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズし
て設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

（3） SSL で使用された証明書情報の取得
サーブレットの API によって，ハンドシェイクで用いられた証書についての情報，およ
びハンドシェイクの結果選択された暗号化アルゴリズムについての情報を取得できます。
クライアント認証を用いた場合，クライアントが提示した X.509 証書に記載された事項
が java.security.cert.X509Certificate クラスのオブジェクトとして取得できます。
なお，クライアント証明書情報をサーブレット内で取得できるのは，SSL のクライアン
ト認証をした場合だけです。SSL のクライアント認証をする場合，Web サーバで設定す
る必要があります。
また，Web サーバに Microsoft IIS を使用して Web コンテナと連携している場合，
Servlet v2.3 仕様で定められている「javax.servlet.request.cipher_suite」による SSL 通
信時の暗号化アルゴリズムの取得はできません。

4.13.2

ロールに基づく Web コンテナのユーザ認証

Web コンテナはロールという仕組みに基づいて認証処理をします。ロールは，ユーザを
管理するための単位です。各ユーザに一つ以上設定されます。一方，Web アプリケー
ションではコンテキスト内の特定の URL ごとに，その URL へアクセスするのに必要な
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ロールを定義できます。認証処理は，Web クライアントが制限された URL へリクエス
トをする場合に，次に示す二つの段階を踏みます。
• 認証によるリクエストが正当なユーザによるものであるかの判定
• ユーザに設定されたロールと，アクセスするのに必要なロールが一致するかの判定
両方の判定で正当と認められたユーザだけが，制限された URL へアクセスできます。
アクセスするのに必要なロールは，J2EE アプリケーションに含まれる DD（WEB-INF/
web.xml）内の <security-constraint> タグに指定します。J2EE アプリケーションの設
定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（1） ユーザ情報の管理
Web コンテナでは，各ユーザのユーザ名，パスワード，および所属するロールを，J2EE
サーバ付属のユーザ管理機能によって定義し，保持・管理します。

（2） コンテナセキュリティとアクセス権管理
Web コンテナでは，Web クライアントから特定の URL へのアクセスを制限できます。
特定の URL へのアクセスを制限するには，DD（WEB-INF/web.xml）に次に示す情報
を記述します。
• アクセスの制限対象となる URL パターン
• アクセスするのに必要なロールなどのセキュリティ定義情報
• ユーザに定義されたロールを取得するための認証方式
Web クライアントが認証に失敗した場合，またはユーザがアクセスするのに必要なロー
ルを持たない場合には，アクセス制限対象となっている URL パターンへのアクセスはエ
ラーになります。なお，認証に成功したクライアントは，セッションの有効期間内には
再度認証の対象になることはありません。
セキュリティ定義情報，および認証方式を定義する方法は，Servlet API 2.3 で規定され
ている DD（WEB-INF/web.xml）の仕様に従います。
なお，Web コンテナでの認証方式は，Basic 認証と Form 認証とがあります。これらは，
J2EE アプリケーションに含まれる DD（WEB-INF/web.xml）に <login-config> タグを
追加することで定義できます。J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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！

注意事項
Web サーバに Hitachi Web Server または Microsoft IIS を使用する場合，Web コンテナに
よる Basic 認証を正しく動作させるには，Web サーバ認証機能を解除しておく必要がありま
す。
手順の詳細については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」の Web サーバ

（Hitachi Web Server または Microsoft IIS）に関する項目を参照してください。

（3） プログラムセキュリティ
DD（WEB-INF/web.xml）によって Basic，または Form 認証によるアクセス制限が設
定されたサーブレット，JSP では，HttpServletRequest の次に示す API を使用するこ
とで，ログインしたユーザのユーザ名やロール名などに応じて処理を切り替えるなど，
プログラムレベルでのより細かいセキュリティ処理を行えます。
• getRemoteUser()
• isUserInRole()
• getUserPrincipal()
これらの API の詳細については，Java Servlet Specification v2.3 を参照してください。

（4） 認証機能を併用するときの注意
ここでは，Web コンテナの認証機能と，Web サーバの認証機能を併用するときの注意に
ついて説明します。
（a） 認証の順序
Web コンテナが提供する認証機能と Web サーバの認証機能※を併用した場合，次の順序
で認証が実施されます。
1. Web サーバでの認証
2. Web コンテナでの認証
注※
Web サーバの認証機能とは，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL の
クライアント認証を指します。Web 認証機能の併用とは，Web コンテナが提供する
認証機能を使用している場合に，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL
のクライアント認証のどれか一つ以上を使用していることを指します。
（b） Web サーバの基本認証と Web コンテナの Basic 認証を併用するときの注意
Web サーバの基本認証と Web コンテナの Basic 認証を併用した場合は，Web サーバで
認証されたユーザ名とパスワードが Web コンテナに引き継がれます。このため，Web
サーバと Web コンテナには，共通のユーザ情報を定義する必要があります。
なお，Web サーバの認証後，Web コンテナでの認証の状況によっては，Web コンテナの
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動作が異なります。Web コンテナでの動作について次に示します。
• Web サーバで認証されたユーザが，Web コンテナで認証されない場合
Web コンテナにユーザ名・パスワード入力のダイアログが表示されるので，そこに
Web サーバと Web コンテナ共通のユーザ名・パスワードを入力します。
• Web サーバで認証されたユーザが，Web コンテナにアクセスするのに必要なロールを
持っていない場合
アクセス制御対象となっている URL パターンへのアクセスはエラーとなります。
• Web サーバで認証されたユーザが，Web コンテナにアクセスするのに必要なロールを
持っている場合
ユーザ名・パスワードの入力ダイアログが表示されることなく，アクセス制限対象と
なっている URL パターンへアクセスできます。
（c） Web サーバに Microsoft IIS を使用している場合の注意
Web コンテナの認証を使用する場合，Microsoft IIS で提供する次の認証機能には制限が
あります。
● ダイジェスト認証
Web コンテナでの認証機能の使用の有無にかかわらず，ダイジェスト認証は使用でき
ません。Microsoft IIS で，必ずダイジェスト認証の設定を解除してください。
● 統合 Windows 認証
Web コンテナの Basic 認証を使用する場合は，統合 Windows 認証は使用できません。
Microsoft IIS で，統合 Windows 認証の設定を解除してください。

4.13.3

SecurityManager による Web コンテナの実行時の保
護

Java2 の SecurityManager に基づいた Web コンテナの実行時保護を実現します。これ
によって，次に示すような現象を防ぐことができます。
• 内部で System.exit() などを発行するような，不正なサーブレット，JSP によって
Web コンテナ全体が勝手に終了する。
• システムプロパティなどを勝手に書き換えるような不正なサーブレット，JSP によっ
て，Web コンテナの実行に不具合が生じる。
なお，Web コンテナの保護はデフォルトで有効になっています。使用しない場合は，
J2EE サーバを開始する cjstartsv コマンドに -nosecurity オプションを指定します。
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4.14 EJB コンテナとの連携
Web コンテナは EJB コンテナと連携して，J2EE サーバとして動作します。ここでは，
Enterprise Bean の呼び出しについて説明します。なお，Enterprise Bean を呼び出すに
は，ビジネスインタフェースを使用することもできます。

4.14.1

Enterprise Bean の呼び出し方法

Enterprise Bean の呼び出しは，ルックアップを使用する方法と DI を使用する方法があ
ります。ルックアップを使用する場合，呼び出し方法は CORBA ネーミングサービスの
切り替え機能を利用するかどうかで異なります。
CORBA ネーミングサービスの切り替え機能を利用する場合，または同じ EAR に含まれ
る Enterprise Bean を呼び出す場合
呼び出し対象の Enterprise Bean が同一の EAR に含まれている場合，次の例に示す
ように Enterprise Bean を呼び出します。
呼び出し対象の Enterprise Bean が同一の EAR に含まれていない場合でも，
CORBA ネーミングサービスの切り替え機能を使用して，次に示すように
Enterprise Bean を呼び出すことができます。CORBA ネーミングサービスの切り替
え機能については，
「8.6 CORBA ネーミングサービスの切り替え」を参照してく
ださい。
例：
Context ctx = new InitialContext();
Object o = ctx.lookup("java:comp/env/ejb/cart");
CartHome h = (CartHome)PortableRemoteObject.narrow(o,
CartHome.class);
Cart c = h.create();
c.call();
CORBA ネーミングサービスの切り替え機能を利用しないで別
ネーミングサービスの切り替え機能を利用しないで別 EAR に含まれる
Enterprise Bean を呼び出す場合
CORBA ネーミングサービスの切り替え機能を利用しない場合で，呼び出し対象の
Enterprise Bean が別の EAR に含まれているとき，次の例に示すように Enterprise
Bean を呼び出します。例を次に示します。
例：
Context ctx = new InitialContext();
Object o =
ctx.lookup("HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB/APName/Cart");
CartHome h = (CartHome)PortableRemoteObject.narrow(o,
CartHome.class);
Cart c = h.create();
c.call();
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4.14.2

Enterprise Bean 呼び出しの準備

Enterprise Bean の呼び出しを利用する場合，該当 Web アプリケーションをデプロイす
る前に，J2EE サーバから RMI-IIOP のスタブ（stubs.jar），および RMI-IIOP インタ
フェースを取得し，Web アプリケーションの WEB-INF/lib ディレクトリに格納します。
また，複数の RMI-IIOP のスタブ（stubs.jar）を格納する場合，名前の重複を避けるた
めに WEB-INF/lib ディレクトリに格納する前に適当な名前に変更してください。
なお，RMI-IIOP のスタブについては，J2EE サーバのダイナミッククラスローディング
を利用できます。ダイナミッククラスローディングの詳細については，
「6.6.2 ダイナ
ミッククラスローディング」を参照してください。
WAR から EJB を呼び出す場合は，WAR の DD に ejb-ref を定義する必要があります。
ただし，アノテーションを使用して参照を定義している場合は，web.xml に参照を定義
する必要はありません。WAR から EJB を呼び出すときの留意点を次に示します。
• WAR から同一アプリケーション内の EJB を呼び出す場合は，WAR に，スタブおよ
びリモートインタフェースを含める必要はありません。
• WAR から別アプリケーションで動作する EJB を呼び出す場合，または別 J2EE サー
バで動作する EJB を呼び出す場合には，リモートインタフェースとスタブが必要にな
ります。WAR にリモートインタフェースを含めて，usrconf.properties に
ejbserver.deploy.stub.generation.scope=app を指定すると，J2EE アプリケーション
の開始時にスタブが自動生成されます。
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4.15 データベースとの接続
Web コンテナを利用している場合，J2EE サービスのリソースアダプタを使用して，
データベースにアクセスできます。なお，リソースアダプタを通じてデータベースにア
クセスする場合は，DB Connector を使用します。データベースへのアクセス時には，次
に示す機能を利用できます。
• JDBC コネクションプーリング
• JDBC コネクションシェアリング
• 分散トランザクション
データベースとの接続の詳細については，「9.

リソース接続とトランザクション管理」

を参照してください。また，データベース接続するためのリソースアダプタの設定につ
いては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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4.16 Web コンテナによるスレッドの作成
Web コンテナでは，Web サーバ連携のためのスレッド，Web アプリケーションのための
スレッドなどを作成します。これらのスレッドに対して，システムのリソースが十分で
あるか検討してください。
なお，Cosminexus では，サーブレットおよび JSP からスレッド（ユーザスレッド）を
作成して使用することもできます。ユーザスレッドで使用できる Application Server の
機能の詳細については，
「4.21 ユーザスレッドで使用できる Application Server の機
能」を参照してください。
ここでは，Web コンテナが作成するスレッドについて説明します。

4.16.1

作成するスレッドの種類と数

Web コンテナが作成するスレッドを次の表に示します。
表 4-28

Web コンテナが作成するスレッド
スレッドの分類

参照先

Web コンテナの簡易 Web サーバ用のスレッド

(1)

Web サーバ連携機能を使用するためのスレッド※ 1

(2)

インプロセス HTTP サーバを使用するためのスレッド※ 2

(3)

Web アプリケーションのためのスレッド

(4)

管理用コンテキストのためのスレッド

(5)

レスポンス送信時のタイムアウトを監視するためのスレッド

(6)

注※ 1
Web サーバ連携機能を使用する場合に作成されるスレッドです。
注※ 2
インプロセス HTTP サーバを使用する場合に作成されるスレッドです。

（1） Web コンテナの簡易 Web サーバ用のスレッド（必須）
簡易 Web サーバ用のスレッドとして，Web コンテナが作成するスレッドとスレッド数を
次に示します。
作成するスレッド
TCP のコネクション接続要求を受信するスレッド，および受信したリクエストの処
理用スレッドを作成します。
スレッドの数
TCP のコネクション接続要求を受信するスレッドは，1 スレッドです。簡易 Web
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サーバが受信したリクエストの処理用スレッドは，最小 5 スレッド，最大 100 ス
レッドです。
リクエスト処理用スレッドは，起動時に 5 スレッド作成し，同時実行スレッド数が
起動済みスレッド数を超えた場合，100 スレッドまで作成されます。
なお，Web コンテナの簡易 Web サーバは，必ず使用します。

（2） Web サーバ連携機能を使用するためのスレッド
Web サーバとの連携に使用するスレッドとして，Web コンテナが作成するスレッドとス
レッド数を次に示します。
作成するスレッド
リダイレクタからのコネクション接続要求を受信するスレッド，およびリダイレク
タから受信したリクエストの処理用スレッドを作成します。
スレッドの数
リダイレクタからのコネクション接続要求を受信するスレッドは，1 スレッドです。
リダイレクタから受信したリクエストの処理用スレッドは，Web サーバと Web コン
テナとのコネクション数分スレッドを作成します。
リダイレクタから受信したリクエスト処理用スレッドは，起動時に，
usrconf.properties の webserver.connector.ajp13.max_threads キーに指定した数分
作成します（webserver.connector.ajp13.max_threads キーのデフォルトは 10）。

（3） インプロセス HTTP サーバを使用するためのスレッド
インプロセス HTTP サーバ用のスレッドとして，Web コンテナが作成するスレッドとス
レッド数を次に示します。
作成するスレッド
リクエスト処理スレッド，およびリクエスト処理スレッド数の監視用スレッドを作
成します。
スレッドの数
Web クライアントまたはプロキシサーバからの接続数と同じ数のリクエスト処理ス
レッドを作成します。リクエスト処理スレッドは，J2EE サーバ起動時に，
usrconf.properties の webserver.connector.inprocess_http.init_threads キーに指定
した数分作成します（webserver.connector.inprocess_http.init_threads キーのデ
フォルトは 10）
。同時実行スレッド数が J2EE サーバ起動時に作成したスレッド数
を超えた場合，Web クライアントからの接続数の最大値を上限として，リクエスト
処理スレッドを作成します（webserver.connector.inprocess_http.max_connections
キーのデフォルトは 100）
。
また，リクエスト処理スレッド数の監視用スレッドを 1 スレッド作成します。
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（4） Web アプリケーションのためのスレッド
Web アプリケーション単位に，セッションの有効期限監視スレッドを作成します。最小
1 スレッド，最大 3 スレッドです。

（5） 管理用コンテキストのためのスレッド
管理用コンテキストを二つ生成するため，2 スレッド作成します。

（6） レスポンス送信時のタイムアウトを監視するためのスレッド
レスポンス送信時のタイムアウトを有効にすると，送信タイムアウトを監視するための
スレッドを 1 スレッド作成します。

4.16.2

作成するスレッドの総数

Web コンテナがデフォルトの設定でプロセス起動時に作成するスレッドの総数を，Web
サーバと連携する場合と，インプロセス HTTP サーバを使用する場合に分けて示します。
ただし，この数値には Web コンテナ以外のスレッド，および JavaVM が作成するス
レッドは含まれていません。

（1） Web サーバと連携する場合
Web サーバと連携する場合の作成するスレッドの総数について説明します。また，Web
サーバ連携に使用するスレッド数についても説明します。
（a） 作成するスレッドの総数
作成するスレッドの総数は，レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているかどうか
によって異なります。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E
レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D
（凡例）
A：Web コンテナの簡易 Web サーバ用のスレッド数
B：Web サーバとの連携に使用するスレッド数
C：Web アプリケーション単位のスレッド数
D：管理用コンテキストのスレッド数
E：レスポンス送信時のタイムアウトを監視するためのスレッド数
このため，Web サーバ連携の場合のプロセス起動時のスレッド総数は次のようになりま
す。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているときのスレッド総数

193

4. Web コンテナ

=6 ＋ 11 ＋（1 × Web アプリケーション数）＋ 2 ＋ 1
=20 ＋ Web アプリケーション数
レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないときのスレッド総数
=6 ＋ 11 ＋（1 × Web アプリケーション数）＋ 2
=19 ＋ Web アプリケーション数
プロセス起動後，Web サーバとのコネクション数，簡易 Web サーバの同時実行数によっ
てスレッド数が増加します。
（b） Web サーバとの連携に使用するスレッド数
Web サーバ連携機能を使用する場合のリクエスト処理スレッドは，Web コンテナ起動時
に usrconf.properties の webserver.connector.ajp13.max_threads キーに指定した数分作
成し，以降はリダイレクタからのコネクション数分作成します。そのため，リクエスト
処理スレッド数の最大数は Web サーバの最大接続数に依存します。
なお，リダイレクタ− Web コンテナ間のコネクションがタイムアウトによって切断され
た場合は，Web サーバの最大接続数以上にリクエスト処理スレッドが作成されます。リ
クエスト処理用スレッド数の最大値を算出する式を次に示します。
• Hitachi Web Server を使用している場合
リクエスト処理スレッド数の最大値＝ A ＋ B
（凡例）
A：日立 Web サーバの ThreadsPerChild ディレクティブの設定値
B：リダイレクタ− Web コンテナ間のコネクションがタイムアウトによって切断
されたときの，実行中のリクエスト数（最大値は
webserver.connector.ajp13.max_threads の設定値）
• Microsoft IIS を使用している場合
リクエスト処理スレッド数の最大値＝ A × B ＋ C
（凡例）
A：Microsoft IIS のスレッド数
B：Microsoft IIS のプロセス数
C：リダイレクタ− Web コンテナ間のコネクションがタイムアウトによって切断
されたときの，実行中のリクエスト数（最大値は
webserver.connector.ajp13.max_threads の設定値）

（2） インプロセス HTTP サーバを使用する場合
作成するスレッドの総数は，レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているかどうか
によって異なります。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E
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レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D
（凡例）
A：Web コンテナの簡易 Web サーバを使用する場合のスレッド数
B：インプロセス HTTP サーバを使用する場合のスレッド数
C：Web アプリケーション単位のスレッド数
D：管理用コンテキストのスレッド数
E：レスポンス送信時のタイムアウトを監視するためのスレッド数
このため，インプロセス HTTP サーバを使用する場合のプロセス起動時のスレッド総数
は次のようになります。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているときのスレッド総数
=6 ＋ 11 ＋（1 × Web アプリケーション数）＋ 2 ＋ 1
=20 ＋ Web アプリケーション数
レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないときのスレッド総数
=6 ＋ 11 ＋（1 × Web アプリケーション数）＋ 2
=19 ＋ Web アプリケーション数
J2EE サーバ起動後，Web クライアントとのコネクション数，簡易 Web サーバの同時実
行数によってスレッド数が増加します。
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4.17 同時実行スレッド数の制御
Web コンテナでは，マルチスレッドでサーブレットのリクエストを処理します。このと
き，同時に実行できるスレッド数に上限を設定できます。これによって，スラッシング
などによるパフォーマンスの低下を防止できます。また，適切なスレッド数を設定する
ことで，アクセス状況に従ったパフォーマンスのチューニングができます。
ここでは，同時実行スレッド数の制御の単位と設定パラメタについて説明します。

4.17.1

スレッド数を制御する単位

同時に実行するスレッド数を制御するには，Web コンテナ単位で制御する方法，Web ア
プリケーション単位で制御する方法，および URL グループ単位で制御する方法の 3 種類
あります。
● Web コンテナ単位での同時実行スレッド数制御
Web コンテナ上の Web アプリケーション全体で，同時にリクエストを処理するス
レッド数を設定します。
● Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御
Web コンテナ上の Web アプリケーションごとに，同時にリクエストを処理するス
レッド数を設定します。Web コンテナ単位での同時実行スレッド数制御より細かい単
位でスレッド数を制御できます。
● URL グループ単位での同時実行スレッド数制御
Web アプリケーション内のサーブレットや JavaBeans などの業務ロジックに対応す
る URL ごとに，同時にリクエストを処理するスレッド数を設定します。特定の URL
へのリクエストを処理する業務ロジックを URL グループといいます。URL グループ
単位で，同時実行スレッド数を制御するので，Web アプリケーション単位の制御より
細かい単位でスレッド数を制御できます。
それぞれの制御単位の関係について次の図に示します。
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図 4-22

同時実行スレッド数制御の単位の関係

図に示すように，同時実行スレッド数制御のいちばん大きな単位は，Web コンテナ単位
となります。Web コンテナ内の Web アプリケーションごとにスレッド数を制御する場合
は Web アプリケーション単位で設定します。さらに，Web アプリケーション内の URL
グループごとにスレッド数を制御する場合は URL グループ単位で設定します。スレッド
数制御の最小単位は URL グループ単位となります。
スレッド数の制御には包含関係があるので，Web アプリケーション単位でスレッド数を
制御する場合は Web コンテナ単位での設定も必要になります。また，URL グループ単
位でスレッド数を制御する場合は，Web コンテナ単位および Web アプリケーション単位
での設定も必要になります。

4.17.2

同時実行スレッド数制御のパラメタ

同時実行スレッド数制御をする場合，最大同時実行スレッド数，占有スレッド数，実行
待ちキューサイズなどのパラメタでスレッド数を制御します。
ここでは，スレッド数を制御するための主なパラメタについて説明します。

（1） 最大同時実行スレッド数
最大同時実行スレッド数とは，利用できる全体のスレッド数のうち，同時実行スレッド
数制御の対象となるリクエストを最大で同時に実行できるスレッド数です。
最大同時実行スレッド数は，Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位，および
URL グループ単位で設定します。

（2） 占有スレッド数
占有スレッド数とは，利用できる全体のスレッドのうち，同時実行スレッド数制御の対
象となるリクエストを確実に実行できるスレッド数です。Web アプリケーション単位，
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および URL グループ単位で設定することで，Web アプリケーションごと，または URL
グループごとにスレッド数を最低限確保できます。

（3） 実行待ちキューサイズ
同時実行スレッド数制御の対象となるリクエストが，同時実行スレッド数の上限に達し
た場合に，リクエストが入るキューサイズを指定できます。キューサイズには，キュー
に格納するリクエストの個数を指定します。
実行待ちキューにリクエストが格納される条件を次に示します。
• 同時実行スレッド数＜最大同時実行スレッド数で，かつ同時実行スレッド数≧占有ス
レッド数の場合に，使用できる共有スレッド数がないとき
• 同時実行スレッド数≧最大同時実行スレッド数の場合
なお，実行待ちキューに空きがない場合は，リクエストは処理されないで，クライアン
トにはエラーが返ります。
実行待ちキューサイズは，Web アプリケーション単位，および URL グループ単位で設
定できます。

（4） 共有スレッド数
共有スレッド数とは，利用できるスレッドのうち，占有されないスレッド数です。共有
スレッド数には，Web コンテナの共有スレッド数と，Web アプリケーションの共有ス
レッド数があります。
● Web コンテナの共有スレッド数
Web コンテナの共有スレッド数とは，Web コンテナ上にデプロイされているすべての
Web アプリケーションで共有するスレッド数です。
● Web アプリケーションの共有スレッド数
Web アプリケーションの共有スレッド数とは，Web アプリケーションに含まれるすべ
ての処理で共有するスレッド数です。
なお，共有スレッド数は，最大同時実行スレッド数と占有スレッド数から導き出します。
共有スレッド数の算出のしかたについては，「(5)

共有スレッド数の算出のしかた」を参

照してください。

（5） 共有スレッド数の算出のしかた
ここでは，Web コンテナの共有スレッド数と，Web アプリケーションの共有スレッド数
の算出のしかたについて説明します。なお，Web アプリケーション単位での同時実行ス
レッド数制御の設定をしている場合の，Web アプリケーションの共有スレッド数は，
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定しているかどうかで異なります。
また，URL グループには共有スレッド数はありません。Web アプリケーション内に
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定している場合は，Web アプリケー
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ション単位の共有スレッド数を使用します。
● Web コンテナの共有スレッド数
Web コンテナ上に，占有スレッド数を設定した Web アプリケーションがある場合の
共有スレッド数は，次のとおりです。
Web コンテナの共有スレッドの総数＝
Web コンテナの最大同時実行スレッド数− Web アプリケーション単位の占有ス
レッド数の合計※
注※ Web コンテナにデプロイされているすべての Web アプリケーションに設
定されている，占有スレッド数の合計となります。
各 Web アプリケーションに設定した占有スレッド数は，Web アプリケーションで最
低限確保するためのスレッド数です。このスレッド数は，ほかの Web アプリケーショ
ンのリクエスト処理には使用されません。
● Web アプリケーションの共有スレッド数（URL グループ単位の同時実行スレッド数制
御を設定している場合）
Web アプリケーションの共有スレッド数＝
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数− URL グループ単位の占
有スレッド数の合計※
注※ Web アプリケーション内に設定されているすべての URL グループの占有
スレッド数の合計です。
● Web アプリケーションの共有スレッド数（URL グループ単位の同時実行スレッド数制
御を設定していない場合）
Web アプリケーションの共有スレッド数＝ Web アプリケーション単位の最大同時実
行スレッド数
同時実行スレッド数が，次の図に示すとおり設定されている場合の，Web コンテナおよ
び Web アプリケーションの共有スレッド数の算出例を説明します。
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図 4-23

共有スレッド数の算出例

● Web コンテナの共有スレッド数＝ A −（B の合計）
この図の場合，Web コンテナの共有スレッド数は 7 −（2 ＋ 0）で，5 になります。
● Web アプリケーション 1 の共有スレッド数＝ C −（D の合計）
Web アプリケーション 1 には，URL グループ単位の占有スレッド数が指定されてい
ます。この図では，共有スレッド数は 3 −（2 ＋ 0）で，1 になります。
● Web アプリケーション 2 の共有スレッド数＝ Web コンテナの共有スレッド数
Web アプリケーション 2 には，同時実行スレッド数制御の設定はありません。このた
め，Web アプリケーション 2 の共有スレッド数は，Web コンテナの共有スレッド数が
適用されます。この図では，共有スレッド数は 5 になります。
● Web アプリケーション 3 の共有スレッド数＝最大同時実行スレッド数
Web アプリケーション 3 には，URL グループ単位の占有スレッド数が指定されてい
ません。このため，Web アプリケーション 3 の共有スレッド数は Web アプリケー
ション 3 の最大同時実行スレッド数が適用されます。この図では，共有スレッド数は
2 になります。

4.17.3

静的コンテンツやリクエストのエラー処理に使用さ
れるスレッド数

Web サーバの最大同時接続数は，Web コンテナでのリクエスト処理のほかに，Web サー
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バ上に配置された静的コンテンツの処理，および Web コンテナのリクエストを送信し，
同時実行スレッド数と実行待ちキューを超えたリクエストのエラー処理に使用されます。
静的コンテンツの処理および実行待ちキューを超えたリクエストのエラー処理に使用さ
れるスレッド数は，次のとおりです。
静的コンテンツやリクエストのエラー処理に使用されるスレッド数＝
Web サーバの最大同時接続数−（Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数＋実
行待ちキューサイズの合計）
なお，デフォルトの設定では静的コンテンツに使用されるスレッド数は割り当てられて
いません。静的コンテンツの処理に使用するスレッド数を確保する場合は，上記の式を
満たすように実行待ちキューサイズに適切な値を設定してください。
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4.18 Web コンテナ単位での同時実行スレッド
数の制御
同時に実行するスレッドの数を，Web コンテナ単位で制御する方法です。通常，Web コ
ンテナには複数の Web アプリケーションがデプロイされています。Web コンテナ単位で
同時に実行できるスレッド数を制御する場合，Web コンテナに対して次のパラメタを設
定します。
• 最大同時実行スレッド数
Web コンテナ全体で同時に実行できる最大スレッド数を設定します。ここで設定した
スレッド数は，Web コンテナにデプロイされているすべての Web アプリケーション
で共有するスレッド数となります。
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御は，J2EE サーバのプロパティをカス
タマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御の仕組みについて，次の図で説明しま
す。
図 4-24

Web コンテナ単位での同時実行スレッド数制御

例えば，Web コンテナに二つの Web アプリケーションがデプロイされていて，同時実行
スレッド数に「5」を設定している場合，二つの Web アプリケーションで同時に実行で
きるスレッド数は 5 となります。
Web コンテナ単位に同時実行スレッド数を設定することで，Web コンテナにデプロイさ
れた複数の Web アプリケーションのうち，一つの Web アプリケーションにアクセスが
集中した場合でも，アクセスが集中している Web アプリケーションにスレッドを割り当
てることができます。この仕組みについて次の図で説明します。
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図 4-25

アクセスが集中したときのスレッドの扱い（Web コンテナ単位の場合）

図のように，Web コンテナに Web アプリケーションが二つデプロイされていて，同時実
行スレッド数に「5」が設定されている場合に，Web アプリケーション 1 にリクエストが
集中すると，5 スレッドすべてが Web アプリケーション 1 に割り当てられます。
一方，Web アプリケーション 2 に対するリクエストは，Web アプリケーション 1 のリク
エスト処理が完了するまで，実行待ちのキューにためられます。なお，実行待ちの
キューにためられたリクエストは，リクエスト処理の完了後，順次実行されます。
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4.19 Web アプリケーション単位での同時実行
スレッド数の制御
同時に実行するスレッドの数を，Web アプリケーション単位で制御する方法です。なお，
Web アプリケーション単位でスレッド数を制御するときには，Web コンテナ単位でのス
レッド数制御も同時に設定する必要があります。「4.18

Web コンテナ単位での同時実行

スレッド数の制御」もあわせて参照してください。
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御の設定は，J2EE アプリケー
ションに含まれる Web アプリケーションの属性（プロパティ）として設定します。
J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガ
イド」を参照してください。

4.19.1

同時実行スレッド数の制御の概要（Web アプリケー
ション単位）

Web コンテナ単位より細かい粒度で同時実行スレッド数を制御したい場合，Web アプリ
ケーション単位で同時実行スレッド数を制御します。
Web アプリケーション単位で同時実行スレッド数を設定することで，Web アプリケー
ションごとの同時実行スレッド数に上限が設けられます。これによって，特定の Web ア
プリケーションへのリクエストが増大した場合に，その Web アプリケーションが Web
コンテナ全体の処理能力を占有するのを防ぎ，また，ほかの業務も滞りなく実行できる
ようになります。
なお，Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の設定の指針については，マ
ニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」の Web アプリケーションの同時実行数
の制御を，パラメタの設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガ
イド」の同時実行スレッド数の制御の設定を参照してください。

4.19.2

Web アプリケーション単位の設定パラメタ

ここでは，Web アプリケーション単位でスレッド数を制御する場合の設定について説明
します。Web アプリケーション単位でスレッド数を制御する場合は，次の設定が必要に
なります。
1. Web コンテナ単位の同時実行スレッド数制御の設定
Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数を設定します。なお，ここで設定した最
大同時実行スレッド数は，Web コンテナ上にデプロイされているすべての Web アプ
リケーションで共有します。
Web コンテナ単位での最大同時実行スレッドについては，
「4.18 Web コンテナ単位
での同時実行スレッド数の制御」を参照してください

204

4. Web コンテナ

2. Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定
同時実行スレッド数を制御したい Web アプリケーションに対して，次に示すパラメ
タを設定します。
• 最大同時実行スレッド数
Web アプリケーションで最大で幾つのスレッドを同時に実行できるかを設定しま
す。
• 占有スレッド数
Web アプリケーションの占有スレッド数を設定します。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーションの実行待ちキューサイズを設定します。
• デフォルトの実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御を設定していない Web アプ
リケーションのための，実行待ちキューサイズを設定します。
以降で，Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御の設定項目の詳細を説
明します。

（1） Web アプリケーションの最大同時実行スレッド数
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数は，値を設定している場合は，そ
の数が適用されます。ここでは，同時実行スレッド数を設定していない Web アプリケー
ションの最大同時実行スレッド数，および占有スレッド数を設定していない Web アプリ
ケーションでの最大同時実行スレッド数の考え方について説明します。
（a） 同時実行スレッド数制御を設定していない Web アプリケーションの場合
最大同時実行スレッド数を設定していない Web アプリケーションの，最大同時実行ス
レッド数は次のとおりです。
最大同時実行スレッド数＝
Web コンテナの最大同時実行スレッド数− Web アプリケーション単位の占有スレッ
ド数の合計※
注※
Web コンテナにデプロイされているすべての Web アプリケーションに設定され
ている，占有スレッド数の合計となります。
（b） 占有スレッド数を設定していない Web アプリケーションの場合
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定では，占有スレッド数の設
定は任意となります。占有スレッド数を設定していない Web アプリケーションの最大同
時実行スレッド数は，次のどちらかの値のうち，小さい方の値が適用されます。
最大同時実行スレッド数＝
Web アプリケーションに設定した最大同時実行スレッド数
または
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Web コンテナの最大同時実行スレッド数− Web アプリケーション単位の占有スレッ
ド数の合計※
注※
Web コンテナにデプロイされているすべての Web アプリケーション設定されて
いる，占有スレッド数の合計となります。

（2） Web アプリケーションの占有スレッド数
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数だけを設定している場合，Web コンテナ内の
ほかの Web アプリケーションへのアクセスが集中すると，スレッドはアクセスが集中し
ているアプリケーションに使用されます。占有スレッド数を設定することで，Web アプ
リケーション内での実行に必要なスレッド数を最低限確保できるので，Web コンテナ内
のほかの Web アプリケーションへのアクセスが集中した場合でも，リクエストが待ち状
態になることなく，実行できます。
（a） 占有スレッド数の設定の有無による Web アプリケーションの動作
Web アプリケーションの占有スレッド数について次の図に示します。この図を使用して，
占有スレッド数を設定した Web アプリケーションと占有スレッド数を設定していない
Web アプリケーションの動作を説明します。
図 4-26

Web アプリケーションの占有スレッド数

図の内容について説明します。Web コンテナでは，Web アプリケーション 1 と Web ア
プリケーション 2 が動作しています。Web アプリケーション 2 では，Web アプリケー
ションでの同時実行スレッド数制御を設定していませんが，Web アプリケーション 1 で
は，Web アプリケーションでの同時実行スレッド制御を設定しています。Web アプリ
ケーション 1 の最大同時実行スレッド数は 3 で，占有スレッド数は 1 に設定されていま
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す。
例えば，Web アプリケーション 2 にアクセスが集中した場合，Web アプリケーション 1
に占有スレッド数を設定していないと，すべてのスレッドが Web アプリケーション 2 に
使用されます。図のように Web アプリケーション 1 に占有スレッド数を設定すること
で，Web アプリケーション 2 へのアクセスが集中したときでも，Web アプリケーション
1 では 1 スレッドは最低限確保できます。これによって，占有スレッド数を設定してい
る Web アプリケーション 1 の処理を確実に実行できます。
このように，占有スレッド数を設定しておくと，ほかの業務へのアクセスが集中した場
合でも確実に実行できます。このため，管理用アプリケーションなどの重要度の高い
Web アプリケーションに対して占有スレッド数を設定しておくことをお勧めします。
なお，占有スレッド数に指定した数のスレッドは，ほかの Web アプリケーションのリク
エスト処理には使用されません。また，Web アプリケーション単位の同時実行スレッド
制御の設定では，占有スレッド数の設定は任意となります。
（b） 占有スレッド数と最大同時接続数
Web サーバの最大同時接続数（Web サーバ連携機能を使用する場合）または Web クラ
イアントからの最大同時接続数（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）が少ない
ときに，占有スレッド数を設定していない Web アプリケーションへのリクエストによっ
て最大同時接続数が占有されると，占有スレッド数を設定した Web アプリケーションに
アクセスしても，Web サーバ上またはインプロセス HTTP サーバ上で実行待ちになった
り，エラーになったりします。
占有スレッド数を設定した Web アプリケーションを，ほかの Web アプリケーションへ
のアクセス流量に依存しないで確実に実行させるためには，最大同時接続数に適切な値
を設定する必要があります。最大同時接続数の設定方法を次に示します。
● Web サーバの最大同時接続数の設定方法（Web サーバ連携機能を使用する場合）
Web サーバ連携機能を使用する場合，Web サーバの最大同時接続数を，次に示す値よ
りも大きい値にする必要があります。
Web サーバの最大同時接続数＞実行待ちキューサイズの総和＋ Web コンテナ単位の
最大同時実行スレッド数

占有スレッド数を設定する場合は，上記の式を満たすように適切な値を設定してくだ
さい。
なお，Web サーバの最大同時接続数は，次の個所に設定されています。
Hitachi Web Server を使用している場合
httpsd.conf の ThreadsPerChild ディレクティブ（Windows のとき）または
httpsd.conf の MaxClients ディレクティブ（UNIX のとき）
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Microsoft IIS を使用している場合
［インターネット サービス マネージャ］で設定したクライアントとの接続数
Hitachi Web Server または Microsoft IIS を使用している場合の設定の詳細について
は，マニュアル「Hitachi Web Server」または Microsoft IIS のヘルプを参照してくだ
さい。
● Web クライアントからの最大同時接続数の設定方法（インプロセス HTTP サーバを使
用する場合）
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，Web クライアントからの最大同時接続数
を次に示す値よりも大きい値にする必要があります。
Web クライアントからの最大同時接続数＞実行待ちキューサイズの総和＋ Web コン
テナ単位の最大同時実行スレッド数

なお，Web クライアントからの同時接続数とは，Web クライアントからの最大接続数
から，接続を拒否するリクエスト数を引いた値です。詳細については，
「4.3.3

Web

クライアントからの同時接続数の制御」を参照してください。

（3） Web アプリケーションの実行待ちキューサイズ
Web アプリケーションの実行待ちキューサイズを設定します。
Web アプリケーションに最大同時実行スレッド数を設定している場合，実行スレッド数
が最大数に達してしまうと，リクエストはキューにためられます。このときの，実行待
ちのキューのサイズを，Web アプリケーション単位で指定できます。
実行待ちキューサイズの設定は，Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数を
設定しているかどうかで異なります。
● Web アプリケーション単位で同時実行スレッド数を設定している場合
Web アプリケーションごとに実行待ちキューサイズを設定できます。
● Web アプリケーション単位で同時実行スレッド数を設定していない場合
Web アプリケーションで共通となる実行待ちキューサイズが使用されます。共通の実
行待ちキューサイズのことを，デフォルトの実行待ちキューサイズといいます。
実行待ちキューでの動作
実行待ちキューの設定が，Web アプリケーションの実行待ちキューサイズとデフォ
ルトの実行待ちキューサイズを含め，複数ある場合，共有スレッド数を使用して実
行されるリクエストの順序は，キューのリクエストのうち，先に到着したリクエス
トから処理されます。
Web サーバの最大同時接続数と実行待ちキュー（Web サーバ連携機能を使用する場合）
Web サーバから Web コンテナに転送されるリクエストの多重度は，Web サーバの
最大同時接続数が上限となります。このため，占有スレッド数を設定する場合には，
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実行待ちキューサイズは Web サーバの最大同時接続数より少ない数にしてくださ
い。
Web クライアントからの最大同時接続数と実行待ちキュー（インプロセス HTTP サーバ
を使用する場合）
Web クライアントからの接続数の多重度の上限は次に示す値となります。
Web クライアントからの最大同時接続数−接続を拒否するリクエスト数
このため，占有スレッド数を設定する場合には，実行待ちキューサイズは Web クラ
イアントからの最大同時接続数より少ない値にする必要があります。
なお，Web クライアントからの最大同時接続数が「実行待ちキューサイズの総和＋
Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数」よりも大きい場合，インプロセス
HTTP サーバによる Web クライアントからの同時実行数の制御は不要です。また，
Web クライアントからの最大同時接続数が「実行待ちキューサイズの総和＋ Web コ
ンテナ単位の最大同時実行スレッド数」よりも小さい場合，インプロセス HTTP
サーバによる Web クライアントからの同時実行数の制御を実行することによって，
クライアントに対して接続待ちを発生させないで即座にエラーを返すことができま
す。

ポイント
同時実行スレッド数が最大数に達したときのリクエストの動作
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数が最大数に達した場合で，キューに空きが
あるときは，リクエストはキューにたまります。そして，処理中のリクエスト処理が完了し
たあとに，順次キューからリクエストが取り出され，実行されます。なお，キューに空きが
ないときは，リクエストはエラーとなり，クライアントには，HTTP 503 エラーが返りま
す。

4.19.3

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの
設定例

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの設定例について説明します。ここで
は，Web サーバ連携機能を使用する場合の例について説明します。

（1） 説明で使用する Web アプリケーションの設定例
この例では，Web コンテナに四つの Web アプリケーションがデプロイされていて，その
うちの二つの Web アプリケーションに Web アプリケーション単位での同時実行スレッ
ド数制御がされているものとします。設定内容を次に示します。
● Web サーバの最大同時接続数：50
● Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数：10
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● デフォルトの実行待ちキューサイズ：10
● Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定
Web アプリケーション A および B に，それぞれ次の設定がされているものとします。
なお，Web アプリケーション C および D には，Web アプリケーション単位の同時実
行スレッド数制御の設定はありません。
Web アプリケーション名

最大同時実行スレッド
数

占有スレッド数

実行待ちキューサ
イズ

Web アプリケーション A

3

1

5

Web アプリケーション B

3

2

10

Web コンテナ上に，Web アプリケーションごとの同時実行スレッド数制御の設定がある
Web アプリケーションと，設定のない Web アプリケーションが混在している場合の例
を，次の図に示します。
図 4-27
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（2） 各 Web アプリケーションで使用できるスレッド数
図 4-27 の設定の場合に使用できる最大同時実行スレッド数，占有スレッド数，および実
行待ちキューサイズについて，Web アプリケーションごとに説明します。なお，説明の
項番は，図中の項番と対応しています。
1. Web アプリケーション A
• 最大同時実行スレッド数および占有スレッド数
Web アプリケーション A では，最大同時実行スレッド数および占有スレッド数が
設定されているので，それぞれ設定された値までスレッド数を使用できます。
Web アプリケーション A の同時に実行できるスレッド数は最大で 3 スレッドです。
そのうち，1 スレッドは，Web アプリケーション A で最低限確保できる占有スレッ
ド数となります。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション A では実行待ちキューサイズを指定しています。Web アプ
リケーション A で同時に 3 スレッド使用している場合，Web アプリケーション A
へのリクエストは，最大で 5 個，キューにたまります。
2. Web アプリケーション B
• 最大同時実行スレッド数および占有スレッド数
Web アプリケーション B では，最大同時実行スレッド数および占有スレッド数が
設定されているので，それぞれ設定された値までスレッド数を使用できます。
Web アプリケーション B の同時に実行できるスレッド数は最大で 3 スレッドです。
そのうち，2 スレッドは，Web アプリケーション B で最低限確保できる占有スレッ
ド数となります。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション B では実行待ちキューサイズを指定しています。Web アプ
リケーション B で同時に 3 スレッド使用している場合，Web アプリケーション B
へのリクエストは，最大で 10 個，キューにたまります。
3. Web アプリケーション C および Web アプリケーション D
Web アプリケーション C および Web アプリケーション D では，Web アプリケー
ション単位の同時実行スレッド制御を設定していません。
このため，次のように動作します。
• 最大同時実行スレッド数
Web アプリケーション C および Web アプリケーション D では，Web コンテナの
共有スレッド数を使用します。この場合，Web コンテナの共有スレッド数は 7 であ
るため，Web アプリケーション C および Web アプリケーション D で，合わせて最
大で 7 スレッド使用できます。
なお，スレッド数は，Web アプリケーション C および Web アプリケーション D で
共有することになります。
また，同時実行スレッド数制御を設定していないため，占有スレッド数はありませ
ん。Web アプリケーション A および Web アプリケーション B へのアクセスが集中
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し，使用できるスレッドがなくなると，Web アプリケーション C および Web アプ
リケーション D の処理は実行待ちになります。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション C または Web アプリケーション D で実行待ちが発生した場
合，これらの Web アプリケーションへのリクエストは，キューにたまります。
Web アプリケーション C および Web アプリケーション D では実行待ちキューサイ
ズを指定していないため，キューはデフォルトの実行待ちキューにためられます。
最大で 10 個のリクエストがキューにたまります。

参考
Web コンテナでは，スレッドは静的コンテンツやリクエストのエラー処理にも使用されま
す。これらの目的で使用されるスレッド数は，次の式から求められます。
Web サーバの処理スレッド数−（Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数＋実行待ち
キューサイズの総和※）
注※

実行待ちキューサイズの総和とは，この図の場合，Web コンテナ，Web アプリ

ケーション A，Web アプリケーション B の実行待ちキューサイズを足した値となりま
す。
このため，この図の例の場合，50 −（10 ＋（10 ＋ 5 ＋ 10））となり，静的コンテンツやリ
クエストのエラー処理に使用されるスレッド数は，15 スレッドとなります。

4.19.4

同時実行スレッド数の動的変更

Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定（最大同時実行スレッド数，占
有スレッド数，および実行待ちキューサイズ）は動的に変更することもできます。これ
によって，稼働中の Web アプリケーションのサービスを停止することなく，同時実行ス
レッド数の設定を変更できます。
同時実行スレッド数の動的変更によって，次のようなことができます。
• Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数に関する性能チューニング
• アクセス状況に応じた，同時実行スレッド数の設定の変更
• 時間帯に応じた，計画的な同時実行スレッド数の設定の変更
Web アプリケーションの同時実行スレッド数の動的変更については，マニュアル
「Cosminexus

システム運用ガイド」を参照してください。

（1） 設定変更の例
ここでは，特定の Web アプリケーションに対して，スループットを向上し，エラーとな
るリクエストを減らしたい場合の，設定変更例を紹介します。この例では，Web アプリ
ケーションの，最大同時実行スレッド数，占有スレッド数，および実行待ちキューサイ
ズを増やしています。なお，同時実行スレッド数の動的変更では，Web コンテナ単位の
最大同時実行スレッド数および URL グループ単位の最大同時実行スレッド数は変更でき
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ません。
表 4-29

同時実行スレッド数の動的変更の例
パラメタ

変更前の設定値

変更後の設定値

Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数

10

−

Web アプリケーション
の設定

最大同時実行スレッド数

7

8

占有スレッド数

4

5

実行待ちキューサイズ

8

10

（凡例） −：設定を変更できない

（2） 設定変更後の動作
同時実行スレッド数の変更はすぐに反映されます。変更した直後に注意が必要な動作を
次に示します。
最大同時実行スレッド数を変更した場合
• 最大同時実行スレッド数を増加させたとき
実行待ち状態のリクエストで，実行できる状態になったリクエストはすぐに実行
されます。
• 最大同時実行スレッド数に指定しているスレッド数をすべて使用している状態で，
最大同時実行スレッド数を減少させたとき
一時的に変更後の最大同時実行スレッド数を上回るリクエストが同時に実行され
ます。
占有スレッド数を変更した場合
• Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数に設定した数のスレッドをすべて使
用している状態で，占有スレッド数を増加させたとき
占有スレッド数を増加させた Web アプリケーションに実行待ちのリクエストがあ
るときは，占有スレッド数分のリクエストはすぐ実行されます。ただし，このと
き，一時的に Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数を超えたリクエストが
同時に実行されます。
• 占有スレッド数を減少させたとき
占有スレッド数を減少させると，すべての Web アプリケーション単位で共有する
スレッド数が増加します。このときに，実行待ち状態で，すべての Web アプリ
ケーション単位で共有するスレッド数の増加によって実行できる状態になったリ
クエストがあれば，すぐに実行されます。
実行待ちキューサイズを変更した場合
• Web アプリケーション単位の実行待ちキューで，キューの上限までリクエストの
待ちがある状態で，実行待ちキューサイズを減少したとき
実行待ちキューサイズを超えたリクエストは HTTP 503 エラーが返ります。
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（3） URL グループ単位の同時実行スレッド数制御への影響
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定している Web アプリケーションの
同時実行スレッド数を動的に変更した場合，URL グループ単位の同時実行スレッド数の
設定に影響が出ることがあります。影響が出る変更を次に示します。
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数を減らした場合
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数の減少によって，次の条件を
満たしたとき，URL グループ単位の最大同時実行スレッド数は，一時的に Web ア
プリケーション単位の同時実行スレッド数になります。
URL グループ単位の最大同時実行スレッド数が変更される条件
URL グループ単位の最大同時実行スレッド数＞ Web アプリケーション単位の
最大同時実行スレッド数
ただし，URL グループ単位の最大同時実行スレッド数の設定値が変更になるわけで
はありません。動的変更時に設定したスレッド数まで Web アプリケーション単位の
最大同時実行スレッド数が減少し，URL グループ単位の最大同時実行スレッド数が
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数を下回ると，URL グループ単
位の最大同時実行スレッド数は設定した値で動作します。
なお，この変更によって，実行中のリクエスト処理を継続させるために，一時的に
変更後の Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数を上回るリクエスト
が同時に実行されることがあります。
Web アプリケーション単位の占有スレッド数を減らした場合
Web アプリケーション単位の占有スレッド数の減少によって，Web アプリケーショ
ン内のすべての URL グループ単位に設定されている占有スレッド数が使用できなく
なります。使用できなくなる条件を次に示します。なお，条件は，Web アプリケー
ション単位の最大同時実行スレッド数と占有スレッド数の関係によって異なります。
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数＝ Web アプリケーション単位
の占有スレッド数の場合
次に示す式を満たしたとき，URL グループ単位に設定されている占有スレッド
数は使用できなくなります。
Web アプリケーション単位の占有スレッド数≦ URL グループ単位の占有ス
レッド数の総和
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数≠ Web アプリケーション単位
の占有スレッド数の場合
次に示す式を満たしたとき，URL グループ単位に設定されている占有スレッド
数は使用できなくなります。
Web アプリケーション単位の占有スレッド数＜ URL グループ単位の占有ス
レッド数の総和

（4） 動的変更の注意
• 動的に変更できるのは，Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定で
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す。Web コンテナ単位の同時実行スレッド数および URL グループ単位の同時実行ス
レッド数は，動的に変更できません。
• 動的に変更された同時実行スレッド数の情報は J2EE サーバには保存されません。こ
のため，サービスを停止すると変更した値は無効になるので注意してください。
• Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数の動的変更によって，Web アプリ
ケーション単位の共有スレッド数が 0 以下になると，Web アプリケーション内のすべ
ての URL グループ単位で設定している占有スレッド数が使用できなくなります。

4.19.5

同時実行スレッド数制御の注意事項

Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数を制御する場合，次のことに注意し
てください。
● スレッド数が，Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数を上回る場合
次の条件すべてを満たすときは，Web アプリケーションで最低限確保されているス
レッド数だけリクエストが実施されるため，スレッド数が，一時的に Web コンテナ単
位の最大同時実行スレッド数を上回るおそれがあります。
• アクセスが集中したときなど，Web コンテナ単位の同時実行スレッド数に設定した
数すべてを使用しているとき
• 占有スレッド数を設定した Web アプリケーションをデプロイしているとき
• 実行中のリクエスト処理スレッドが完了する前に，デプロイした Web アプリケー
ションにリクエストがあったとき
● 制御の対象となるアクセス
サーブレット，JSP のほかに，静的コンテンツへのアクセスも，同時実行スレッド数
の制御の対象となります。
● カスタムエラー使用時の注意
web.xml に <error-page> タグを使用した，カスタムエラー機能を使用している場合，
エラー発生時に転送されたリクエスト処理は，同時実行スレッド数制御の対象外とな
ります。同時実行スレッド数の制御による制限はありません。
● スレッドについて
占有スレッド数は，Web アプリケーション専用のスレッドとして生成されるものでは
ありません。ここで設定するスレッド数は，Web アプリケーションを実行するに当た
り，最低限確保されるスレッド数です。
なお，リクエスト処理用のスレッドは，Web コンテナ全体で再利用されます。
● Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数について
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数が，Web コンテナ単位の最大同
時実行スレッド数より大きな値が設定されていても，Web アプリケーションを J2EE
サーバにデプロイできます。ただし，デプロイされた Web アプリケーションの最大同
時実行スレッド数は，Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数になるので，注意
してください。
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● Web アプリケーション単位の共有スレッド数が 0 以下になる場合について
次のような Web アプリケーションをデプロイすることで，Web アプリケーション単
位の共有スレッド数が 0 以下になることがあります。Web アプリケーション単位の共
有スレッド数が 0 以下になると，Web アプリケーションのデプロイに失敗するので注
意してください。次のような場合で共有スレッド数が 0 以下になることが考えられま
す。
• すでに URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定している Web アプリ
ケーションがデプロイされていて，さらに占有スレッド数を設定した Web アプリ
ケーションをデプロイしようとしている場合
• デプロイする Web アプリケーションで，占有スレッド数，および URL グループ単
位の同時実行スレッド数制御を設定していて，設定段階ですでに Web アプリケー
ション単位の共有スレッド数が 0 以下となっている場合
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4.20 URL グループ単位での同時実行スレッド
数の制御
同時に実行するスレッドの数を，URL グループ単位で制御する方法です。なお，URL
グループ単位でスレッド数を制御するときには，Web コンテナ単位，および Web アプリ
ケーション単位でのスレッド数制御も同時に設定する必要があります。
「4.18 Web コン
テナ単位での同時実行スレッド数の制御」および「4.19

Web アプリケーション単位で

の同時実行スレッド数の制御」もあわせて参照してください。

4.20.1

同時実行スレッド数の制御の概要（URL グループ単
位）

Web アプリケーション単位より細かい粒度で同時実行スレッド数制御をしたい場合，
URL グループ単位で同時実行スレッド数を制御します。
一つの Web アプリケーション内に処理に時間が掛かる業務ロジック（サーブレットや
JavaBeans）がある場合，Web アプリケーション内の同時実行スレッド数のほとんどが
使用されてしまい，ほかの業務ロジックの処理が待ち状態になるおそれがあります。こ
のような場合に URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定することで，Web
アプリケーション内の業務ロジックがほかの処理に影響を与えることなく実行できます。
なお，同時実行スレッド数で制御できる URL は，RFC 2616 で定義されているリクエス
ト URI を指します。また，URL グループ単位での同時実行スレッド数の制御ができる
URL は，リクエスト URI のクエリ文字は含みません。例を次に示します。
• 制御できる HTTP リクエスト：/webapp/index.html
• 制御できない HTTP リクエスト：http://localhost/webapp/index.html?id=0001
なお，URL グループ単位の同時実行スレッド数の設定の指針については，マニュアル
「Cosminexus システム設計ガイド」の Web アプリケーションの同時実行数の制御を，
パラメタの設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の同
時実行スレッド数の制御の設定を参照してください。

4.20.2

URL グループ単位の設定パラメタ

ここでは，URL グループ単位でスレッド数を制御する場合の設定について説明します。
URL グループ単位でスレッド数を制御する場合は，次の設定が必要になります。
1. Web コンテナ単位の同時実行スレッド数制御の設定
Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数などを設定します。なお，ここで設定し
た最大同時実行スレッド数は，Web コンテナ上にデプロイされているすべての Web
アプリケーションで共有します。
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Web コンテナ単位での同時実行スレッド数制御の設定については，
「4.18 Web コン
テナ単位での同時実行スレッド数の制御」を参照してください
2. Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数や，占有スレッド数などを設定しま
す。なお，URL グループ単位での同時実行スレッド数を設定する場合，Web アプリ
ケーション単位での占有スレッド数の設定は必須になります。
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御の設定については，
「4.19
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御」を参照してください。
3. URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の設定
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御は，Web アプリケーション単位での同
時実行スレッド数制御を設定している Web アプリケーション内の URL グループに対
して，次に示すパラメタを設定します。
• URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の定義名
同時実行スレッド数制御の単位となる URL グループの名称を設定します。
• 最大同時実行スレッド数
URL グループで最大で幾つのスレッドを同時に実行できるかを設定します。
• 占有スレッド数
URL グループの占有スレッド数を設定します。
• 実行待ちキューサイズ
URL グループの実行待ちキューサイズを設定します。
• URL パターン
スレッド数制御の対象となるリクエスト URL に振り分けるための，URL パターン
を設定します。
以降で，URL グループ単位での同時実行スレッド数制御の設定項目の詳細を説明しま
す。

（1） URL グループ単位の最大同時実行スレッド数
URL グループ単位で使用するスレッド数は，URL グループが属する Web アプリケー
ションのスレッド数です。このため，URL グループ単位でスレッドを一つ使用している
場合，その URL グループを含む Web アプリケーションでもスレッドが一つ実行されて
いることになります。
なお，URL グループ単位の最大同時実行スレッド数を設定していないリクエスト URL
については，Web アプリケーション単位の共有スレッド数が使用されます。Web アプリ
ケーション単位の共有スレッド数は，次のようになります。
Web アプリケーション単位の共有スレッド数＝
Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数※− URL グループ単位の占有
スレッド数の合計
注※
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値が適用されます。
1. Web コンテナ単位の共有スレッド数
2. Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数に設定した値
このとき，Web アプリケーション単位の共有スレッド数は 1 以上である必要があります。
共有スレッド数が 0 以下になる場合は，エラーが発生します。詳細は，
「4.19.5 同時実
行スレッド数制御の注意事項」を参照してください。

（2） URL グループ単位の占有スレッド数
URL グループ単位の占有スレッド数は，特定の業務ロジックを Web アプリケーション
内のほかの業務ロジックの影響を受けないで実行させるために設定します。
URL グループ単位の占有スレッド数は，Web アプリケーションで設定されている占有ス
レッド数の範囲で指定します。このため，URL グループが含まれる Web アプリケー
ションで占有スレッド数を設定していない場合は，URL グループ単位でも占有スレッド
数を設定できないので注意してください。
また，URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定しているリクエスト URL に
対するリクエスト数が，URL グループ単位の占有スレッド数を超える場合で，かつ
URL グループ単位の最大同時実行スレッド数に満たない場合は，Web アプリケーション
単位の共有スレッド数を使用してリクエストを処理します。このため，Web アプリケー
ション単位の共有スレッド数が少ないと，URL グループ単位の最大同時実行スレッド数
は，設定値よりも少なくなることがあるので注意してください。

（3） URL グループ単位の実行待ちキュー
URL グループ単位の実行待ちキューは，URL グループ単位の同時実行スレッド数が上
限に達したときにリクエストが入るキューです。URL グループ単位の実行待ちキュー
は，URL グループ単位の同時実行スレッド数の制御を設定した場合に，URL グループ
ごとに作成されます。この実行待ちキューのサイズを設定します。
リクエストは，URL グループ単位の同時実行スレッド数が上限に達していて，実行待ち
キューに空きがある場合，実行待ちキューに入ります。実行待ちキューの中のリクエス
トは，処理中のリクエストが完了したあとに，順次実行待ちキューから取り出され，実
行されます。URL グループ単位の同時実行スレッド数が上限に達していて，実行待ち
キューサイズに空きがない場合はエラーとなり，クライアントに HTTP ステータスコー
ド 503 が返ります。
なお，URL グループ単位の実行待ちキューに入るリクエストは，デフォルトの実行待ち
キューや Web アプリケーションの実行待ちキューに入ることはありません。また，URL
グループ単位の同時実行スレッド数の制御で設定したリクエスト URL に該当しないリク
エストについては，Web アプリケーションの実行待ちキューが使用されます。
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（4） URL パターンの設定
リクエスト URL を振り分けるための URL パターンを設定します。URL パターンには，
Servlet 仕様のサーブレットマッピングの URL パターンが指定できます。指定できる
URL パターンを次に示します。
• "/" で始まる文字列
例：/index.jsp
• "/" で始まり，"/*" で終わる文字列
例：/test/*
• "*." 始まる文字列
例：*.do
なお，リクエスト URL の URL パターンとのマッピング順序については，
「4.20.4
URL パターンのマッピング処理」を参照してください。

4.20.3

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの
設定例（URL グループ単位）

同時実行スレッド数および実行待ちキューサイズの設定例について説明します。ここで
は，Web サーバ連携機能を使用する場合の例について説明します。

（1） 説明で使用する Web アプリケーションの設定例
この例では，Web コンテナに二つの Web アプリケーションがデプロイされていて，その
うちの一つの Web アプリケーションに Web アプリケーション単位での同時実行スレッ
ド数制御および URL グループ単位の同時実行スレッド数制御がされているものとしま
す。設定内容を次に示します。
● Web サーバの最大同時接続数：40
● Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数：8
● デフォルトの実行待ちキューサイズ：5
● Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定
Web アプリケーション A に次の内容が設定されているものとします。なお，Web ア
プリケーション B では，Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御の設定
はありません。
Web アプリケーション名
Web アプリケーション A

最大同時実行スレッド
数
7

占有スレッド数
3

● URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の設定
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実行待ちキューサ
イズ
5
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Web アプリケーション A では，次に示す URL グループの設定がされているものとし
ます。なお，Control C には，URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の設定は
ありません。
URL グループ名

URL パターン

最大同時実行ス
レッド数

占有スレッド
数

実行待ち
キューサイズ

Control A

/health_check.jsp

1

1

1

Control B

/create_pdf

3

2

5

URL グループ単位でスレッド数を制御する場合の例を，次の図に示します。
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図 4-28

URL グループ単位の設定例

（2） 各 Web アプリケーションで使用できるスレッド数
図 4-28 の設定の場合に使用できる最大同時実行スレッド数，占有スレッド数，および実
行待ちキューサイズについて，Web アプリケーションまたは URL グループごとに説明
します。なお，説明の項番は，図中の項番と対応しています。
1. Web アプリケーション A
Web アプリケーション A では同時実行スレッド数制御を設定しています。また，
Web アプリケーション A 内の業務ロジック（Control A および Control B）には URL

222

4. Web コンテナ

グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定しています。
ここでは，Web アプリケーション A のスレッド数について説明します。
• 最大同時実行スレッド数および占有スレッド数
最大同時実行スレッド数および占有スレッド数が設定されているので，それぞれ設
定された値までスレッド数を使用できます。
Web アプリケーション A の同時に実行できるスレッド数は最大で 7 スレッドです。
そのうち，3 スレッドは，Web アプリケーション A で最低限確保できる占有スレッ
ド数となります。
• 共有スレッド数
Web アプリケーション A 全体で使用できる共有スレッド数は，Web アプリケー
ション A の最大同時実行スレッド数−占有スレッド数の合計となります。この場合
7 − 3 となるので，共有スレッド数は 4 となります。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション A では実行待ちキューサイズを指定しています。Web アプ
リケーション A 全体で同時に 7 スレッド使用している場合，リクエストは最大で 5
個，実行待ちキューにたまります。なお，このキューは，Web アプリケーション内
の業務ロジックのうち，URL グループ単位の同時実行スレッド数制御を設定して
いない，Control C の業務ロジックへのリクエストに使用されます。
2. Control A（/health_check.jsp へのリクエスト）
• 最大同時実行スレッド数および占有スレッド数
Control A では，最大同時実行スレッド数および占有スレッド数が設定されている
ので，それぞれ設定された値までスレッド数を使用できます。
Control A では，同時に実行できるスレッド数は最大で 1 スレッドです。この 1 ス
レッドは Control A で最低限確保できる占有スレッドでもあります。なお，Control
A の占有スレッド数は Web アプリケーション A の占有スレッドのうちの一つとな
ります。
• 実行待ちキューサイズ
Control A では実行待ちキューサイズを指定しています。Control A で 1 スレッド使
用している場合，リクエストは最大で 1 個，実行待ちキューにたまります。
3. Control B（/create_pdf へのリクエスト）
• 最大同時実行スレッド数および占有スレッド数
Control B では，最大同時実行スレッド数および占有スレッド数が設定されている
ので，それぞれ設定された値までスレッド数を使用できます。
Control B では，同時に実行できるスレッド数は最大で 3 スレッドです。そのうち
2 スレッドは，Control B で最低限確保できる占有スレッドです。なお，Control B
の占有スレッド数は Web アプリケーション A の占有スレッドのうちの二つとなり
ます。
• 実行待ちキューサイズ
Control B では実行待ちキューサイズを指定しています。Control B で 3 スレッド使
用している場合，リクエストは最大で 5 個，実行待ちキューにたまります。
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4. Control C の処理
Web アプリケーション A 内の，Control C へのリクエストに対しては，同時実行ス
レッド数制御を設定していません。
このため，次のように動作します。
• 最大同時実行スレッド数
Web アプリケーション A の共有スレッド数が最大同時実行スレッド数になります。
Web アプリケーション A の共有スレッド数は 4 スレッドであるため，Control C の
処理の最大同時実行スレッド数は 4 になります。
また，同時実行スレッド数制御を設定してないため，占有スレッド数はありませ
ん。このため，Control A または B へのアクセスが集中し，Web アプリケーション
A 内で使用できるスレッドがなくなると，Control C の業務ロジックの処理は実行
待ちになります。
• 実行待ちキューサイズ
Control C の業務ロジックの処理で実行待ちが発生した場合，これらの処理へのリ
クエストは，キューにたまります。Control C の業務ロジックでは実行待ちキュー
サイズを指定していないため，キューは Web アプリケーション A の実行待ち
キューにためられます。リクエストは，最大で 5 個，キューにたまります。
5. Web アプリケーション B
Web アプリケーション B では，Web アプリケーション単位の同時実行スレッド制御
を設定していません。
このため，次のように動作します。
• 最大同時実行スレッド数
Web コンテナの共有スレッド数が最大同時実行スレッド数になります。Web コン
テナの共有スレッド数は，次の式で求められます。
Web コンテナの最大同時実行スレッド数− Web アプリケーション A の占有ス
レッド数
この例の場合，8 − 3 となるため，Web アプリケーション B の最大同時実行スレッ
ド数は 5 になります。
• 実行待ちキューサイズ
Web アプリケーション B で実行待ちが発生した場合，Web アプリケーション B へ
のリクエストは，キューにたまります。Web アプリケーション B では実行待ち
キューサイズを指定していないため，キューはデフォルトの実行待ちキューにため
られます。リクエストは，最大で 5 個，キューにたまります。
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参考
Web コンテナでは，スレッドは静的コンテンツやリクエストのエラー処理にも使用されま
す。これらの目的で使用されるスレッド数は，次の式から求められます。
Web サーバの処理スレッド数−（Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数＋実行待ち
キューサイズの総和※）
注※

実行待ちキューサイズの総和とは，この図の場合，Web コンテナ，Web アプリ

ケーション A，Control A，および Control B の実行待ちキューサイズを足した値とな
ります。
このため，この図の例の場合，40 −（8 ＋（5 ＋ 5 ＋ 1 ＋ 5））となり，静的コンテンツや
リクエストのエラー処理に使用されるスレッド数は，16 スレッドとなります。

4.20.4

URL パターンのマッピング処理

URL パターンに指定した URL とリクエスト URL とのマッピングの順序について説明
します。また，welcome ファイルに対して URL パターンを設定している場合について
も説明します。

（1） マッピングの順序
リクエスト URL は，次の 1. 〜 3. の順序でマッピングされます。なお，マッピングの順
序は，Servlet 仕様のサーブレットマッピングの適用順序と同じです。
1. 完全一致
リクエスト URL と URL パターンが完全に一致する場合，一致した URL パターンが
適用されます。
2. プリフィックス一致
リクエスト URL とプリフィックスが一致し，さらに，リクエスト URL とできるだ
け長く文字列が一致する URL パターンが適用されます。
3. 拡張子一致
リクエスト URL と拡張子が一致しする場合，一致した URL パターンが適用されま
す。
なお，上記の 1. 〜 3. に一致しない場合は，URL グループ単位の同時実行スレッド数制
御の対象にはなりません。このようなリクエスト URL は，Web アプリケーション単位
の同時実行スレッド数制御の対象になります。
次に示す URL パターンを使用して，URL のマッピングの例を説明します。
表 4-30

URL パターンの例

URL パターン

URL パターンに対応する URL グループ

/foo/bar

Control1

/foo/*

Control2
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URL パターン

URL パターンに対応する URL グループ

/foo/bar/*

Control3

*.do

Control4

マッピング例 1：リクエスト URL が「/foo/bar」の場合
Control1 の URL パターンと完全一致するため，Control1 に振り分けられます。
マッピング例 2：リクエスト URL が「/foo/bb」の場合
完全一致する URL パターンがないため，プリフィックスが一致する Control2 に振
り分けられます。
マッピング例 3：リクエスト URL が「/foo/aa.do」の場合
この場合，Control2 と Control4 で次の個所が一致します。
• プリフィックス「/foo」が Control2 と一致します。
• 拡張子「.do」が Control4 と一致します。
マッピング順序では，拡張子一致よりプリフィックス一致が優先されるため，
Control2 に振り分けられます。
マッピング例 4：リクエスト URL が「/foo/bar/」の場合
この場合，Control2 と Control3 でそれぞれプリフィックスが一致します。
• プリフィックス「/foo」が Control2 と一致します。
• プリフィックス「/foo/bar」が Control3 と一致します。
より長い文字列で一致する Control3 に振り分けられます。
マッピング例 5：リクエスト URL が「/foo/bar/action.do」の場合
この場合，Control2，Control3，Control4 で次の個所が一致します。
• プリフィックス「/foo」が Control2 と一致します。
• プリフィックス「/foo/bar」が Control3 と一致します。
• 拡張子「.do」が Control4 と一致します。
マッピング順序では拡張子一致よりプリフィックス一致が優先され，さらにより長
い文字列が一致する URL パターンが優先されるので，Control3 に振り分けられま
す。
マッピング例 6：リクエスト URL が「/context/fo」の場合
該当する URL パターンがないため，Web アプリケーション単位での同時実行ス
レッド制御として扱われます。
マッピング例 7：リクエスト URL が「/action.do」の場合
Control4 と拡張子が一致するため，Control4 に振り分けられます。
マッピング例 8：リクエスト URL が「/boo/action.do」の場合
Control4 と拡張子が一致するため，Control4 に振り分けられます。
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（2） welcome ファイルに URL パターンを設定しているときの処理の流
れ
welcome ファイルに URL パターンを設定しているときの処理の流れについて，次の図
で説明します。この図の例では，Web アプリケーションのコンテキストルートは
context とし，welcome ファイルは web.xml で /index.html が設定されているものとし
ます。また，URL パターンと URL グループ単位での同時実行スレッド数制御の定義名
は次のとおりとします。
• URL パターン：/index.html
• URL グループ単位での同時実行スレッド数制御の定義名：Control1
図 4-29

welcome ファイルに URL パターンを設定する場合の例

図の流れについて次に説明します。
1. クライアントは http://localhost/context/ にリクエストを送信する。
2. J2EE サーバでは，web.xml に設定された welcome ファイルに対して再度クライアン
トにアクセスしてもらうため，HTTP ステータスコード 302 を返す。また，Location
ヘッダに http://localhost/context/index.html を含める。
3. HTTP レスポンスを受信したクライアントは，Location ヘッダの値（http://
localhost/context/index.html）にリクエストを送信する。
4. 該当する Web アプリケーションのリクエストが /index.html なので，Control1 の
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の制御対象となる。リクエスト処理終
了後，クライアントに対してレスポンスとして index.html を送信する。
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4.21 ユーザスレッドで使用できる Application
Server の機能
Cosminexus では，サーブレットおよび JSP からスレッドを作成して使用できます。
ユーザがプログラムの中で明示して作成するスレッドのことを，ユーザスレッドといい
ます。
ここでは，ユーザスレッドで使用できる Application Server の機能について説明します。
ユーザスレッドの使用方法については，「4.32.1(14)

ユーザスレッドの使用方法」を参

照してください。
Application Server で提供される各機能について，ユーザスレッドで使用できるかどう
かを次の表に示します。
表 4-31

ユーザスレッドでの機能の使用可否
機能名

使用可否

参照先

サーブレット API の利用

△

（1）

Enterprise Bean の呼び出し

×

−

ネーミングサービス

○

（2）

リソース接続

△

（3）

トランザクションサービス

△

統合ユーザ管理

×

−

ログ運用および障害検知

○

（4）

J2EE アプリケーション運用

△

（5）

コンテナ拡張ライブラリの利用

○

（6）

（凡例）○：使用できる

△：一部の機能が使用できない

×：使用できない

−：該当なし

ユーザスレッドで使用できる機能をさらに詳細機能に分類し，各機能についてサーブ
レット /JSP，およびユーザスレッドで使用できるかどうかを示します。また，ユーザス
レッドで使用する場合の注意事項についても示します。

（1） サーブレット API
サーブレット API をユーザスレッドで使用する場合，リクエストオブジェクトおよびレ
スポンスオブジェクトは使用できません。リクエスト処理スレッドでだけ使用してくだ
さい。詳細は，サーブレット仕様書の Thread Safety の項を参照してください。

（2） ネーミングサービス
ネーミングサービスとして提供される機能が，サーブレット /JSP およびユーザスレッド
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で使用できるかどうかを次の表に示します。
表 4-32

ネーミングサービスの機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /
JSP

ユーザスレッド

DB Connector

○

○

DB Connector for
Cosminexus RM と
Cosminexus RM

○

○

TP1/Message
Queue-Access

○

○

uCosminexus TP1
Connector

○

○

Java Mail

○

○

JavaBeans リソース

○

○

ユーザトランザクション

○

○

分類／機能名
JNDI のルック
アップ

リソースアダプ
タ

（凡例）○：使用できる

ネーミングサービスを使用する場合，ユーザスレッドの実行中にアプリケーションを停
止しないでください。

（3） リソース接続およびトランザクションサービス
リソース接続およびトランザクションサービスとして提供される機能が，サーブレット /
JSP およびユーザスレッドで使用できるかどうかを次の表に示します。
表 4-33

リソース接続およびトランザクション管理の機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /JSP

ユーザスレッド

DB Connector によるコネクション
プーリング

○

○

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM によるコネク
ションプーリング

○

○

uCosminexus TP1 Connector との
コネクションプーリング

○

○

TP1/Message Queue - Access との
コネクションプーリング

○

○

SMTP サーバとのコネクションプー
リング

×

×

コネクションプールのウォーミング
アップ

○

○

コネクション数調節

○

○

分類／機能名
コネクション
プーリング
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サーブレット /JSP

ユーザスレッド

コネクションシェアリング

○

○

コネクションアソシエーション

○

○

ステートメントプーリング（DB Connector）

○

○

ライトトランザクション

○

○

インプロセストランザクションサービス

○

○

DataSource オブジェクトのキャッシング

○

○

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化

○

○

受信バッファのプーリング

○

○

DB Connector による障害検知

○

○

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM による障害検知

○

○

uCosminexus TP1 Connector との
コネクション障害検知

×

×

TP1/Message Queue - Access との
コネクション障害検知

×

×

SMTP サーバとのコネクション障害
検知

×

×

○

○

DB Connector によるコネクション
取得リトライ

○

○

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM によるコネク
ション取得リトライ

○

○

uCosminexus TP1 Connector との
コネクション取得リトライ

○

○

TP1/Message Queue - Access との
コネクション取得リトライ

○

○

SMTP サーバとのコネクション取得
リトライ

×

×

コネクションプールクリア

○

○

コネクションの
クローズ・解放

コネクション強制クローズ

×

×

コネクション自動クローズ（Web
コンテナ）

○

×

コネクションスイーパ

○

○

トランザクションタイムアウト

○

○

トランザクションリカバリ

○

○

トランザクションの自動決着※

○

×

障害調査用 SQL の出力

○

○

分類／機能名

コネクションの
障害検知

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
コネクションの
取得リトライ
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分類／機能名

サーブレット /JSP

ユーザスレッド

○

○

コネクションプールのクラスタ化
（凡例）○：使用できる

×：使用できない

注※
サーブレットのメソッドからリターンするとき，未決着のトランザクションをロールバックす
る機能です。

ユーザスレッドでリソース接続およびトランザクションサービスを使用する場合の注意
事項を示します。
• SingleThreadModel インタフェースを実装したサーブレットで生成したスレッド上
で，トランザクションの開始と決着，およびコネクションの取得と解放はできません。
• スレッド生成時にトランザクションを引き継ぐことはできません。
• トランザクションは，同じスレッド上で開始または決着してください。
• スレッド間でコネクションを渡すことはできません。コネクションを使用すると，動
作不正となります。
• ユーザスレッドでコネクションを取得した場合，コネクションを取得したスレッド上
で確実にコネクションをクローズしてください。

（4） ログ運用および障害検知
ログ運用および障害検知として提供される機能が，サーブレット /JSP およびユーザス
レッドで使用できるかどうかを次の表に示します。
表 4-34

ログ運用および障害検知の機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /JSP

ユーザスレッド

Management イベントによる処理の自動実行

○

○

JP1 イベントによるシステムの監視

○

○

ユーザログ出力

○

○

性能解析トレース

○

○

CTM の稼働情報の監視

○

○

分類／機能名

（凡例）○：使用できる

（5） J2EE アプリケーション運用
J2EE アプリケーション運用機能として提供される機能が，サーブレット /JSP および
ユーザスレッドで使用できるかどうかを次の表に示します。
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表 4-35

J2EE アプリケーション運用機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /JSP

ユーザスレッド

Web コンテナでの同時実行スレッド数の制御

○

×

スケジュールキュー単位の同時実行数の動的変更

○

○

J2EE アプリケー
ションの実行時間
監視

メソッドタイムアウト機能

○

×

メソッドキャンセル機能

○

×

J2EE アプリケー
ションの停止

通常停止

○

○※ 1

強制停止

○

○※ 1

リデプロイ機能による入れ替え

○

○※ 2

リロード機能による入れ替え

○

○

○

×

分類／機能名

J2EE アプリケー
ションの入れ替え

テストモードでの J2EE アプリケーションの実行

（凡例）○：使用できる

×：使用できない

注※ 1
コンテナでは，ユーザスレッドを停止しません。
注※ 2
開始状態の J2EE アプリケーションを入れ替えた場合，コンテナではユーザスレッドを停止し
ません。

（6） コンテナ拡張ライブラリ
コンテナ拡張ライブラリは，サーブレット /JSP およびユーザスレッドのどちらでも使用
できます。
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4.22 通信タイムアウトの設定
Web サーバ連携機能を使用する場合，クライアント− Web サーバ間，および Web サー
バ− Web コンテナ間での，リクエスト受信およびレスポンス送信に，通信のタイムアウ
トを設定できます。ネットワークの障害やアプリケーションの障害発生などで応答待ち
状態になった場合，通信タイムアウトを設定していると，タイムアウトの発生によって
障害の発生を検知できます。
Web サーバ連携機能を使用する場合，通信タイムアウトは，次に示す図中の四つの矢印
が示す通信に対して設定します。さらに，リダイレクタ− Web コンテナ間の通信では，
リダイレクタ側，Web コンテナ側の両方で通信タイムアウトを設定できます。リクエス
ト送信の場合は，リダイレクタ側でのリクエスト送信時および Web コンテナ側でのリク
エスト受信時に設定できます。また，レスポンス送信の場合は，Web コンテナ側でのレ
スポンス送信時およびリダイレクタ側でのレスポンス受信時に設定できます。タイムア
ウトを設定できる通信について次の図に示します。
図 4-30

タイムアウトを設定できる通信

通信タイムアウトの設定について，リクエストの受信とレスポンスの送信に分けて説明
します。

4.22.1

リクエスト送受信時の通信タイムアウト

ここでは，Web サーバ連携機能を使用する場合のリクエスト送受信時の通信タイムアウ
ト設定について説明します。リクエスト送受信時の，通信タイムアウトの設定場所を次
の図に示します。
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図 4-31

リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定場所

Web サーバ連携機能を使用する場合，図中の○印の場所に通信タイムアウトを設定しま
す。通信タイムアウトを設定する場所について説明します。なお，図中の項番は次の説
明の項番と対応しています。
1. Web サーバでのリクエスト受信時（クライアント− Web サーバ）
クライアントからのリクエストを，Web サーバで受信するときに，通信タイムアウト
を設定します。通信タイムアウトは，Web サーバで設定します。
Web サーバでのリクエスト受信時に通信タイムアウトを設定することによって検知で
きる障害については，「(1)

Web サーバでのリクエスト受信時」を参照してくださ

い。
2. リダイレクタでのリクエスト送信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
リダイレクタから Web コンテナにリクエストを送信するときに，通信タイムアウト
を設定します。通信タイムアウトは，リダイレクタで設定します。
リダイレクタでのリクエスト送信時に通信タイムアウトを設定することによって検知
できる障害については，「(2)

リダイレクタでのリクエスト送信時」を参照してくだ

さい。
3. Web コンテナでのリクエスト受信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
リダイレクタからのリクエストを，Web コンテナで受信するときに，通信タイムアウ
トを設定します。通信タイムアウトは，Web コンテナで設定します。
Web コンテナでのリクエスト受信時に通信タイムアウトを設定することによって検知
できる障害については，「(3)

Web コンテナでのリクエスト受信時」を参照してくだ

さい。

（1） Web サーバでのリクエスト受信時
Web サーバでは，クライアントから転送されたリクエストの受信処理に，タイムアウト
時間を設定できます。設定した通信タイムアウトによって，クライアント側で障害が発
生したことを検知できます。検知できる障害を次に示します。
検知できる障害
• クライアントが稼働するホストがダウンした
• クライアント− Web サーバ間でネットワーク障害が発生した
• クライアントアプリケーションで障害が発生した
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Web サーバでのリクエスト受信時のタイムアウトは，Web サーバで指定します。Web
サーバ連携時のリクエスト送受信時の通信タイムアウト設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（2） リダイレクタでのリクエスト送信時
リダイレクタでは，Web コンテナへのリクエスト送信処理にタイムアウト時間を設定で
きます。
（a） 設定できる通信タイムアウトと検知できる障害
リダイレクタでのリクエスト送信処理では，次に示す二つの時間にタイムアウトが設定
できます。
• Web コンテナにリクエストを送信するための，コネクションを確立する時間
• Web コンテナにリクエストを送信する時間
設定した通信タイムアウトによって，Web コンテナ側またはネットワーク上で障害が発
生したことを検知できます。検知できる障害を次に示します。
検知できる障害
• Web コンテナが稼働するホストがダウンした
• リダイレクタ− Web コンテナ間でネットワーク障害が発生した
リダイレクタでのリクエスト送信時のタイムアウトは，リダイレクタで設定します。
Web サーバ連携時のリクエスト送受信時の通信タイムアウト設定については，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
（b） リクエスト送信処理のリトライ
リダイレクタからのリクエスト送信処理が一時的にできなくなった場合，リクエスト送
信処理のリトライができます。一時的にリクエスト送信ができない場合とは次のような
場合です。
• ネットワークの一時的な障害が発生した場合
• コネクション確立時に，Web コンテナにリクエストが集中している状態で，確立要求
が一時的にリスンキューからあふれた場合
• Web コンテナの起動完了を待っている場合
リトライできる処理は，コネクションの確立処理，およびリクエストヘッダの送信処理
となります。なお，リトライ回数は，リダイレクタで設定します。Web サーバ連携時の
リクエスト送受信時の通信タイムアウト設定については，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。リトライ処理の流れを次の図に示します。
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図 4-32

Web コンテナへのリクエスト送信時のリトライ処理の流れ

リトライは，図中の A または B でタイムアウトが発生した場合に実施されます。図中 C
または D の部分で処理に失敗し，タイムアウトが発生した場合，リトライは実施されま
せん。コネクションはクローズされ，クライアントにエラーが返ります。なお，図中 C
または D の部分で処理の失敗とは，Web サーバからのリクエストボディの受信に失敗し
た場合，または Web コンテナへのリクエストボディの送信に失敗した場合を指します。

ポイント
図中の C または D の処理では，Web コンテナ側ですでにリクエストに対する処理が開始さ
れている可能性があります。Web サーバからのリクエストボディの受信に失敗した場合，お
よび Web コンテナへのリクエストボディの送信に失敗した場合は，リトライを実施すると
二重送信となるおそれがあるため，リトライはされません。

次に，図中 A および図中 B で処理に失敗した場合のリトライについて説明します。
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● 図中 A の部分で処理に失敗した場合のリトライ
リダイレクタから Web コンテナにコネクションの確立要求を出したあと，Web コンテナ
が稼働するホストの電源が切断されたり，ネットワーク障害が発生したりした場合，次
のように動作します。
1. 設定したタイムアウトの時間が経過すると，コネクション確立でタイムアウトが発生
したことを示すメッセージが出力されます。
2. 指定した回数だけコネクションの確立をリトライします。
なお，リトライ回数分実施してもコネクションの確立ができなかった場合，リクエスト
送信に失敗したことを示すメッセージが出力され，クライアントにエラー（ステータス
コード 500）が返されます。
● 図中 B の部分で処理に失敗した場合のリトライ
コネクションの確立が成功したあと，または Web コンテナにリクエストヘッダの送信を
したあと，Web コンテナが稼働するホストの電源が切断されたり，ネットワーク障害が
発生したりした場合，次のように動作します。
1. 設定したタイムアウトの時間が経過すると，リクエスト送信でタイムアウトが発生し
たことを示すメッセージが出力されます。
2. リクエストヘッダの送信処理に使用されたコネクションをクローズします。
3. 指定した回数だけリクエストヘッダの送信をリトライします。
なお，このとき，コネクションキャッシュにコネクションがあるかどうかで動作が異
なります。
• コネクションキャッシュにコネクションがある場合
コネクションキャッシュ中のコネクションを使用して，リクエストヘッダの送信処
理からリトライします。
• コネクションキャッシュにコネクションがない場合
再度，コネクションの確立を実施してから，リクエストヘッダの送信処理をリトラ
イします。
なお，リトライ回数分実施してもリクエストヘッダの送信ができなかった場合，リクエ
スト送信に失敗したことを示すメッセージが出力され，クライアントにステータスコー
ド 500 が返されます。
● ロードバランサを使用してリクエストの振り分けをしている場合のリトライ動作
ロードバランサを使用したリクエストの振り分けをしている場合のリトライ動作につい
て，次の図で説明します。
なお，この図では，リクエストは，Web コンテナ 1，Web コンテナ 2 の順で振り分けら
れ，リトライ回数は 3 回が設定されていることとします。
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図 4-33

ロードバランサを使用してリクエストの振り分けをしている場合のリトライ動
作

図のリトライ動作について説明します。
1. Web コンテナ 1 へのリクエスト送信
リクエストは Web コンテナ 1 に送信されます。Web コンテナ 1 へのコネクションの
確立またはリクエストヘッダの送信処理に失敗すると，リトライをします。リトライ
は 3 回まで実施されます。
2. Web コンテナ 2 へのリクエスト送信
Web コンテナ 1 でのリトライに 3 回失敗すると，リクエストは Web コンテナ 2 に転
送されます。リクエストが転送されると，リトライは再度 1 からカウントされるた
め，Web コンテナ 2 に対しても，最大で 3 回リトライが実行されます。
3. クライアントへのエラー通知
Web コンテナ 2 に対しても，コネクションの確立またはリクエストヘッダの送信処理
が 3 回失敗すると，クライアントにエラー（ステータスコード 500）が返ります。

参考
リクエストの転送は，設定されている Web コンテナの数だけ実施されます。

（3） Web コンテナでのリクエスト受信時
Web コンテナでは，リダイレクタから転送されたリクエストの受信処理に，タイムアウ
ト時間を設定できます。設定した通信タイムアウトによって，リダイレクタ側で障害が
発生したことを検知できます。検知できる障害を次に示します。
検知できる障害
• Web サーバが稼働するホストがダウンした
• Web サーバ− Web コンテナ間のネットワーク障害が発生した
• クライアント− Web サーバ間での処理が終わる前に，Web コンテナ側でタイムア
ウトが発生した
これは，Web コンテナが要求したデータサイズ分の読み込みを，クライアント−
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Web サーバ間で行っているときに，クライアント− Web サーバ間の通信速度が十
分ではないなどの理由によって，データの読み込みが終了する前に，Web コンテ
ナで設定した通信タイムアウトが発生したことを意味します。
通信タイムアウトが発生する条件と発生後の動作について次の表に示します。
表 4-36

通信タイムアウトが発生する条件と発生後の動作

通信タイムアウトが発生する条件

発生後の動作

リクエスト受信時に次の条件をすべて満たして
いる場合
• リクエストにボディデータが存在する。
• ボディデータの形式がチャンク形式ではない。
• 読み込み処理に入ったあとで，リダイレクタ
が稼働するホスト，またはリダイレクタ−
Web コンテナ間のネットワークに障害が発生
した。

• リクエスト処理は実行されない。
• メッセージログに KDJE39188-E のメッセージを
出力する。

サーブレット (JSP) 内での API ※使用時に，次
の条件をすべて満たしている場合
• リクエストにボディデータが存在する。
• ボディデータの形式がチャンク形式ではない。
• 読み込み処理に入ったあとで，リダイレクタ
が稼働するホスト，またはリダイレクタ−
Web コンテナ間のネットワークに障害が発生
した。

• java.lang.IllegalStateException が発生する。
• リダイレクタとのコネクションがクローズされ，
それ以降のデータの読み込み，書き込みができな
くなる。
• メッセージログに KDJE39188-E のメッセージを
出力する。

サーブレット (JSP) 内で
javax.servlet.ServletInputStream クラスまたは
javax.servlet.ServletRequest クラスの
getReader メソッドによって得られた
java.io.BufferedReader クラスを使用して POST
データを読み込んだ際に，次の条件をすべて満
たしている場合
• リクエストにボディデータが存在する。
• 読み込み処理に入ったあとで，リダイレクタ
が稼働するホスト，またはリダイレクタ−
Web コンテナ間のネットワークに障害が発生
した。

• java.net.SocketTimeoutException が発生する。
• リダイレクタとのコネクションがクローズされ，
それ以降のデータの読み込み，書き込みができな
くなる。
• メッセージログに KDJE39188-E のメッセージを
出力する。

注※
javax.servlet.ServletRequest の，getParameter メソッド，getParameterMap メソッド，
getParameterNames メソッド，getParameterValues メソッドを使用している場合を指しま
す。

Web コンテナでのリクエスト受信時のタイムアウトの設定は，J2EE サーバのプロパ
ティをカスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについて
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

4.22.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウト設定

ここでは，Web サーバ連携機能を使用する場合のレスポンス送受信時の通信タイムアウ
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ト設定について説明します。レスポンス送受信時の，通信タイムアウトの設定場所を次
の図に示します。
図 4-34

レスポンス送信時の通信タイムアウトの設定場所（Web サーバ連携機能を使用
する場合）

Web サーバ連携機能を使用する場合，図中の○印の場所に通信タイムアウトを設定しま
す。通信タイムアウトを設定する場所について説明します。なお，図中の項番は次の説
明の項番と対応しています。
1. Web コンテナでのレスポンス送信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
Web コンテナからリダイレクタにレスポンスを送信するときに，通信タイムアウトを
設定します。通信タイムアウトは，Web コンテナで設定します。
Web コンテナでのレスポンス送信時に通信にタイムアウトを設定することによって検
知できる障害については，「(1)

Web コンテナでのレスポンス送信時」を参照してく

ださい。
2. リダイレクタでのレスポンス受信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
Web コンテナからのレスポンスを，リダイレクタで受信するときに，通信タイムアウ
トを設定します。通信タイムアウトは，リダイレクタで設定します。
リダイレクタでのレスポンス受信時に通信タイムアウトを設定することによって検知
できる障害については，「(2) リダイレクタでのレスポンス受信時」を参照してくだ
さい。
3. Web サーバでのレスポンス送信時（Web サーバ−クライアント）
Web サーバからクライアントにレスポンスを送信するときに，通信タイムアウトを設
定します。通信タイムアウトは，Web サーバで設定します。
Web サーバでのレスポンス送信時に通信にタイムアウトを設定することによって検知
できる障害については，「(3)

Web サーバでのレスポンス送信時」を参照してくださ

い。

（1） Web コンテナでのレスポンス送信時
Web コンテナでは，リダイレクタへのレスポンス送信処理に対して，タイムアウト時間
を設定できます。設定した通信タイムアウトによって，リダイレクタ側で障害が発生し
たことを検知できます。検知できる障害を次に示します。
検知できる障害
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• リダイレクタが稼働するホストがダウンした
• Web コンテナ−リダイレクタ間でネットワーク障害が発生した
Web コンテナでのレスポンス送信時のタイムアウトの設定は，Web コンテナで設定しま
す。Web サーバとの連携時のレスポンス送受信時の通信タイムアウト設定については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
また，通信タイムアウトが発生すると，KDJE39507-E（レスポンス送信処理でタイムア
ウト発生）がメッセージログに出力されます。通信タイムアウトが発生する条件と発生
後の動作について次の表に示します。
表 4-37

通信タイムアウトが発生する条件と発生後の動作

通信タイムアウトが発生するタイミング

通信タイムアウト発生後の
メソッドの動作

通信タイムアウト発生後の
サーブレットまたは JSP の
動作

サーブレット内で，
javax.servlet.ServletResponse クラスの
getOutputStream メソッドによって得ら
れた javax.servlet.ServletOutputStream
クラスのメソッドを使用してレスポンス
データをクライアントに送信したとき

java.net.SocketTimeoutEx
ception の例外が発生する。

リダイレクタとのコネク
ションがクローズされるた
め，リクエストデータおよ
びレスポンスデータの送受
信ができなくなる。

サーブレット内で，
javax.servlet.ServletResponse クラスの
getWriter メソッドによって得られた
java.io.PrintWriter クラスのメソッドを
使用して，レスポンスデータをクライア
ントに送信したとき

送信処理が中断されて，リ
ターンする。

• java.io.PrintWriter クラ
スの checkError メソッ
ドが true を返す。
• リダイレクタとのコネク
ションがクローズされる
ため，リクエストデータ
およびレスポンスデータ
の送受信ができなくな
る。

JSP 内で，javax.servlet.jsp.JspWriter ク
ラスのメソッドを使用してレスポンス
データをクライアントに送信したとき

java.net.SocketTimeoutEx
ception の例外が発生する。

リダイレクタとのコネク
ションがクローズされるた
め，リクエストデータおよ
びレスポンスデータの送受
信ができなくなる。

静的コンテンツのレスポンスデータをク
ライアントに送信したとき

−

−

（凡例）−：該当しない

（2） リダイレクタでのレスポンス受信時
リダイレクタは，Web コンテナにリクエストを送信すると，Web コンテナからのレスポ
ンスを待ちます。このレスポンスの待ち時間に，タイムアウトを設定できます。設定し
た通信タイムアウトによって，Web コンテナ側で障害が発生したことを検知できます。
検知できる障害を次に示します。
検知できる障害

241

4. Web コンテナ

• Web コンテナが稼働するホストがダウンした
• Web コンテナ−リダイレクタ間でネットワーク障害が発生した
• Web コンテナ内の Web アプリケーションで障害が発生した
Web アプリケーションで発生する障害には次のようなものがあります。
Web アプリケーションで発生する障害
• サーブレット /JSP 処理内の無限ループによって，レスポンスが返されない
• サーブレット /JSP の延長で Enterprise Bean，データベースなどが呼び出さ
れ，それによる応答待ちをしている
• Web アプリケーションでデッドロックが発生している
• アクセスピーク時にサーバの処理が追いつかないで滞っている
リダイレクタでの通信タイムアウト後の動作
通信タイムアウトが発生すると，リダイレクタは，Web コンテナとのコネクション
を切断し，クライアントにステータスコード 500 のエラーを返します。

ポイント
アプリケーション処理中にタイムアウトが発生したときの動作
Web コンテナでの処理中にリダイレクタがタイムアウトしていても，Web コンテナでは，
リダイレクタがタイムアウトしていることを検知できません。
リダイレクタでのタイムアウトを検知できるのは，Web コンテナの処理が完了し，リダイレ
クタへレスポンスを転送するときとなります。しかし，この時点では，すでにリダイレクタ
が Web コンテナとのコネクションを切断しているため，レスポンス送信はエラーとなりま
す。アプリケーション処理中にタイムアウトが発生したときの動作について次の図に示しま
す。
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図 4-35

アプリケーション処理中にタイムアウトが発生したときの動作

図について説明します。
1. リダイレクタでタイムアウトが発生すると，Web コンテナとのコネクションを切断する
要求を出します。
2. リダイレクタは Web サーバに対して，エラーコードを送信します。
3. Web コンテナでのアプリケーションの処理が完了すると，リダイレクタに対して，レス
ポンスを送信しますが，1. で，すでにリダイレクタと Web コンテナのコネクションは切
断されているため，通信エラーが発生します。

リダイレクタでのレスポンス受信時のタイムアウトの設定は，Web サーバ連携時に使用
する workers.properties（ワーカ定義ファイル）で指定します。Web サーバとの連携の
設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくださ
い。

（3） Web サーバでのレスポンス送信時
Web サーバでは，クライアントへのデータ送信処理に対して，タイムアウト時間を設定
できます。設定した通信タイムアウトによって，クライアント側で障害が発生したこと
を検知できます。検知できる障害を次に示します。
検知できる障害
• クライアントが稼働するホストがダウンした
• クライアント− Web サーバ間のネットワーク障害が発生した
• クライアントアプリケーションで障害が発生した
Web サーバでのレスポンス送信時のタイムアウトは，Web サーバで指定します。Web
サーバとの連携の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を
参照してください。
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4.23 Web サーバ（リダイレクタ）によるリク
エストの振り分け
この節では，リダイレクタを使用したリクエストの振り分けについて説明します。この
機能は，Web サーバ連携機能を使用する場合に使用できます。リクエストの振り分けを
するには，次に示す定義を，Web サーバ / リダイレクタが動作しているホストに対して
実施する必要があります。
なお，使用する Web サーバの種類によって定義が異なります。また，Web サーバの種類
が Hitachi Web Server の場合は，使用するシステムの構築支援機能の種類によっても定
義が異なります。使用する Web サーバの種類と定義を次の表に示します。
表 4-38

使用する Web サーバの種類と定義

Web サーバの種類
Hitachi Web Server

システムの構築支援機能の種類

定義

Smart Composer 機能

• 簡易構築定義ファイルの定義
• workers.properties の定義
• mod_jk.conf の定義

Smart Composer 機能以外

• workers.properties の定義
• mod_jk.conf の定義

Microsoft IIS

−

• workers.properties の定義
• uriworkermap.properties の定義
• isapi_redirect.conf の定義

（凡例）−：該当しない

リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合のリダイレクトによるリクエストの振り分け
については，「4.3.11

4.23.1

リダイレクトによるリクエストの振り分け」を参照してください。

リダイレクタを使用したリクエスト振り分けの仕組
み

リダイレクタを使用すると，Web サーバあての HTTP リクエストのうち，特定のリクエ
ストを，指定した Web コンテナに処理させたり，複数の Web コンテナにリクエストを
振り分けて処理させたりできます。
リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける場合，ワーカプロセス※という Web
サーバの背後で動作する Web コンテナの実行プロセスを使用します。ワーカプロセス
は，リダイレクタを経由して，サーブレット，JSP を含むリクエストを処理するプロセ
スです。Web サーバとワーカプロセスとの間のデータ交換は，TCP/IP に基づき，ユー
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ザが設定する特定のポート番号を通じて実行されます。リダイレクタの設定は，ワーカ
という Web コンテナを抽象化した設定単位を使用して行います。ワーカには，単体の
J2EE サーバを表すワーカと，クラスタ構成の J2EE サーバを表すワーカがあります。
J2EE サーバへリクエストを転送するワーカを転送先ワーカと呼びます。転送先ワーカは
ワーカタイプが ajp13 のワーカです。
注※
ワーカプロセスは，実際には，J2EE サーバとなります。

（1） リクエストの転送パターン
リダイレクタからワーカプロセスへのリクエストの転送には，次に示すパターンがあり
ます。
• 一つの Web サーバから一つのワーカプロセスへの転送
• 一つの Web サーバから複数のワーカプロセスへの転送
なお，Web サーバとワーカプロセスは，同一のマシン上にあっても，異なるマシン上に
あってもかまいません。
リダイレクタからワーカプロセスへのリクエスト転送パターンを次の図に示します。
図 4-36

一つの Web サーバから一つのワーカプロセスへの転送
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図 4-37

一つの Web サーバから複数のワーカプロセスへの転送

複数の Web コンテナへリクエストを振り分けるには，Web サーバに登録したリダイレク
タに，複数の Web コンテナのワーカプロセスを振り分け先として定義します。

（2） リクエストの振り分け方法
リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける方法には，次の 3 種類があります。
● URL パターンによって振り分ける方法
一つの Web コンテナに特定の処理をさせたい場合，および複数の Web コンテナに処
理を振り分けたい場合に使用します。
ワーカプロセスが一つの場合と複数の場合に使用できます。
● ロードバランサを使用してラウンドロビン方式で振り分ける方法
複数の Web コンテナに処理を振り分けたい場合に使用します。
● POST データサイズによって振り分ける方法
複数の Web コンテナに処理を振り分けたい場合に使用します。この振り分け方法は，
Web サーバに Hitachi Web Server を使用している場合にだけ設定できます。
なお，次の機能を使用している場合，この振り分け方法は適用できません。
• セッションフェイルオーバ機能
• ラウンドロビン方式でのリクエストの振り分け
ワーカプロセスを作成するには，ワーカ定義ファイルと呼ばれるファイル

246

4. Web コンテナ

（workers.properties）に，次の属性を定義します。
• ワーカ名
• ワーカのタイプ
• ワーカが動作しているホスト名，または IP アドレス
• ワーカが受け付けるポート番号
標準で提供される workers.properties には，あらかじめ次に示すワーカが定義されてい
ます。Web サーバと Web コンテナを同一のホスト上で動作させる場合には，これらパラ
メタを変更する必要はありません。
ワーカの属性

パラメタ

ワーカ名

worker1

ワーカのタイプ

ajp13

ホスト名

localhost

ポート番号

8007

ワーカプロセスの定義方法の詳細については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」およびマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してくださ

い。

4.23.2

URL パターンでのリクエストの振り分け

HTTP リクエストに含まれる URL パターンによって，リクエストを振り分けます。これ
によって，特定の処理だけを Web コンテナに実行させたり，複数の Web コンテナに処
理内容に応じて処理を振り分けたりできます。例えば，
「『/examples/』という URL を含
む HTTP リクエストを Web コンテナで処理する」という定義や，「
『/examples1/』とい
う URL を含む HTTP リクエストは Web コンテナ A で，『/examples2/』という URL を
含む HTTP リクエストは Web コンテナ B で処理する」といった定義ができます。
Web コンテナに転送するリクエストは，URL パターンとワーカプロセスのマッピングに
よって定義します。リダイレクタは設定された URL パターンに従って，リクエストを転
送する Web コンテナを切り替えます。なお，URL パターンによる振り分けは，原則と
して Web アプリケーション単位で振り分けます。
URL パターンは，リダイレクタの動作として定義します。URL パターンでのリクエス
ト振り分けの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照
してください。

（1） リダイレクタによるリクエスト振り分けの例
リダイレクタによるリクエストの振り分けの例を，次の図に示します。
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図 4-38

リダイレクタによるリクエストの振り分け（特定のリクエストを Web コンテナ
に転送する場合）

図 4-39

リダイレクタによるリクエストの振り分け（リクエストを複数の Web コンテナ
に振り分けて転送する場合）
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（2） URL パターンの種類と適用されるパターンの優先順位
リダイレクタの URL マッピングには次の４種類の URL パターンを指定できます。
● 完全パス指定
完全に一致するパターンです。
例：
URL パターンが "/examples/jsp/index.jsp" で，URL が "/examples/jsp/index.jsp"
の場合，一致となります。
● パス指定
パスが一致するパターンです。
例：
URL パターンが "/examples/*" で，URL が "/examples/jsp/index.jsp" などの場
合，一致となります。
● 拡張子指定
拡張子が一致するパターンです。指定されたパス以下のすべての階層に適用されます。
例：
URL パターンが "/examples/*.jsp" で，URL が "/examples/jsp/index.jsp" などの
場合，一致となります。
● サフィックス指定
サフィックスが一致するパターンです。指定されたパス以下のすべての階層に適用さ
れます。
例：
URL パターンが "/examples/servlet/*Servlet" で，URL が "/examples/servlet/
HelloServlet" などの場合，一致となります。
これらの四つの URL パターンへのマッピングのうち，最優先される URL パターンは，
「完全パス指定」です。「完全パス指定」に一致しない場合，次に示す順序でパスの一致
が判定され，適用される URL パターンが決定します。
1. 「完全パス指定」に一致しない場合
「パス指定」「拡張子指定」
「サフィックス指定」のうち，最長一致のものが適用され
ます。最長一致とは，先頭 ("/") から "*" の上位パスまでができるだけ長いものに一致
することを示します。
次のように二つのマッピングが定義されている場合を例に，説明します。
マッピング定義：
/examples/* worker1
/examples/jsp/* worker2
この場合，URL が "/examples/jsp/index.jsp" の場合には worker2 のマッピングが適
用され，URL が "/examples/test/index.jsp" の場合には worker1 のマッピングが適用
されます。
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2. 1. の条件に加えて，最長一致する「パス指定」
「拡張子指定」「サフィックス指定」が
複数存在する場合
「パス指定」より，
「拡張子指定」または「サフィックス指定」が優先されます。
次のように二つのマッピングが定義されている場合を例に，説明します。
マッピング定義：
/examples/jsp/*

worker1

/examples/jsp/*.jsp worker2
この場合，URL が "/examples/jsp/index.jsp" の場合には worker2 のマッピングが適
用され，URL が "/examples/jsp/test.html" の場合には worker1 のマッピングが適用
されます。
3. 1. および 2. の条件に加えて，最長一致する「拡張子指定」
「サフィックス指定」が複
数存在する場合
あとに指定した URL パターンが優先されます。
次のように二つのマッピングが定義されている場合を例に，説明します。
マッピング定義：
/examples/*.jsp worker1
/examples/*jsp worker2
この順番に指定されていた場合，URL が "/examples/jsp/index.jsp" の場合には
worker2 のマッピングが適用されます。

！

注意事項
URL パターンでの注意事項を次に示します。
• URL パターンの先頭に "/" 以外を指定した場合，そのマッピングは無視されます。
• 指定できる "*" は一つだけです。
• "*" の前は "/" である必要があります。
• 同じ URL パターンのマッピングを複数記述しないでください。複数記述したときの動作
は保証できません。

4.23.3

ラウンドロビン方式でのリクエストの振り分け

Web コンテナがクラスタ構成で配置されている場合，リダイレクタを使用して，ラウン
ドロビン方式でそれぞれの Web コンテナにリクエストを振り分けられます。リダイレク
タは，各リクエストに付けられたセッション ID を参照することで，同一の Web クライ
アントから来たリクエストが常に同一の Web コンテナへ転送されるように，リクエスト
を振り分けます。
また，振り分け先の Web コンテナの処理性能が異なる場合などには，負荷パラメタを定
義することで，ホストごとの負荷の割合を調整することもできます。この方式でリクエ
ストを振り分ける場合は，振り分け処理をする各 Web コンテナに，それぞれ同じ Web
アプリケーションがデプロイされていることが前提になります。
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クラスタ構成でのラウンドロビン方式によるリクエスト振り分けには，ロードバランサ
というワーカ定義を使用します。ロードバランサには，振り分け先となるワーカプロセ
スのリストが定義されています。この定義を基に，ワーカプロセスに対するラウンドロ
ビン方式の振り分けが実行されます。
振り分けは HTTP リクエスト単位で実行されます。ただし，同じセッションに属する
HTTP リクエストは，前回の振り分け先と同じワーカに振り分けられます。

参考
Web サーバ連携時に，リダイレクタの設定でラウンドロビン方式によるリクエストの振り分
けを指定すると，HttpSession のセッション ID にワーカ名が付加されます。また，サーバ
ID を付加するかどうかの設定に関係なく，HttpSession のセッション ID にサーバ ID は付
加されません。

（1） ラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けの例
ロードバランサを使用したリクエストの振り分けの例を次の図に示します。
図 4-40

ロードバランサを使用したリクエストの振り分けの例

（2） ラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けの定義
標準で提供される workers.properties には，あらかじめ次に示すロードバランサが定義
されています。
#worker.list=loadbalancer1
#worker.loadbalancer1.type=lb
#worker.loadbalancer1.balanced_workers=worker1,worker2
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worker.loadbalancer1.type では，ワーカのタイプを設定します。
worker.loadbalancer1.balanced_workers では，振り分け対象となるワーカプロセス名を
設定します。workers.properties には，loadbalancer1 として，それぞれ「lb」と
「worker1，worker2」が定義されています。
ただし，この定義はコメントとして記述されています。このため，上記のロードバラン
サを利用する場合は，workers.properties の該当する行の先頭の「#」を削除してくださ
い。
リクエスト振り分けの比率は，振り分け対象となる各ワーカ定義の lbfactor パラメタに
定義できます。lbfactor が大きければ大きいほどそのワーカプロセスに転送されるリクエ
ストの割合は大きくなります。
例えば，worker1 と worker2 という二つのワーカプロセスでリクエストを振り分ける場
合，ワーカ定義の lbfactor パラメタに次に示すように定義されているとします。
● worker1 の lbfactor パラメタ：2.0
● worker2 の lbfactor パラメタ：1.0
この場合，worker1 は worker2 の 2 倍の数の Web クライアントを担当することになり
ます。
ラウンドロビン方式でのリクエストの振り分けは，ワーカに設定します。ラウンドロビ
ン方式でのリクエスト振り分けの設定については，マニュアル「Cosminexus システム
構築ガイド」を参照してください。

（3） ラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けに関する注意事項
リダイレクタのラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けに関する注意事項を次
に示します。
● J2EE アプリケーション停止中の Web コンテナへのリクエストの送信
ラウンドロビン方式でリクエストを振り分ける場合，J2EE アプリケーションが停止
中であっても Web コンテナへリクエストが送信されます。このため，J2EE アプリ
ケーションの変更は，すべての Web コンテナをシステムから隔離した状態で実施する
必要があります。
● 負荷分散機によるヘルスチェックの無効
負荷分散機と，ラウンドロビン方式によるリクエストの振り分けを併用した場合，
J2EE サーバに障害が発生したときも，リダイレクタで正常な Web コンテナへ転送さ
れます。このため，負荷分散機で J2EE サーバの障害が検知できなくなり，Web コン
テナの監視が行えません。

4.23.4

POST データサイズでのリクエストの振り分け

Web コンテナがクラスタ構成で配置されている場合，リダイレクタを使用して，POST
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データサイズごとにそれぞれの Web コンテナにリクエストを振り分けられます。この機
能を使用すると，処理に時間が掛かる長大な POST データのリクエストを，特定の Web
コンテナに転送できます。これによって，長大な POST データ以外のリクエストのス
ループットの低下や，レスポンス時間の低下を防ぐことができます。この方式でリクエ
ストを振り分ける場合は，振り分け処理をする各 Web コンテナに，それぞれ Web アプ
リケーションがデプロイされていることが前提になります。ただし，各 J2EE サーバに
デプロイする Web アプリケーションが同一である必要はありません。
クラスタ構成での POST データサイズによるリクエストの振り分けには，POST リクエ
スト振り分けワーカというワーカ定義を使用します。POST リクエスト振り分けワーカ
には，振り分け先となるワーカプロセスのリストが定義されています。この定義を基に，
ワーカプロセスに対する POST データサイズの振り分けが実行されます。POST リクエ
スト振り分けワーカの振り分け先となるワーカプロセスを POST リクエスト転送先ワー
カといいます。
POST リクエスト転送先ワーカへの振り分けは，HTTP リクエスト単位で実行されます。

！

注意事項
HTTP Cookie または URL 書き換えによる制御でセッションが管理されている場合でも，
POST データサイズによる振り分けを設定しているときは，POST データサイズによって，
リクエストの振り分け先が決定されます。このため，同一クライアントからのリクエストの
場合でも，HttpSession のセッション ID は引き継がれません。
例えば，J2EE サーバ 1 で HttpSession のセッション ID を生成したあと，J2EE サーバ 2
へリクエストが転送された場合，J2EE サーバ 2 で新たに HttpSession のセッション ID が
生成されます。この場合，再度 J2EE サーバ 1 にアクセスすると，クライアントでは J2EE
サーバ 2 で生成された HttpSession のセッション ID を使用しているため，J2EE サーバ 1
で新たに HttpSession のセッション ID が生成されます。このため，HttpSession のセッ
ションは引き継がれません。
なお，J2EE サーバ 1 で HttpSession のセッション ID を生成したあと，J2EE サーバ 2 へ
リクエストが転送されても，J2EE サーバ 2 で HttpSession のセッション ID が生成されな
い場合，再度 J2EE サーバ 1 にアクセスすると，J2EE サーバ 1 で生成済みの HttpSession
のセッション ID がそのまま使用されます。

（1） POST データサイズによるリクエストの振り分けの例
POST データサイズでリクエストを振り分ける場合，POST リクエスト振り分けワーカ
に転送されるリクエストが限定できるかどうかによって，POST データサイズの上限値
に設定する値が異なります。
● POST リクエスト振り分けワーカに転送されるリクエストが限定できる場合
ここでは，次の条件を満たすリクエストが，POST リクエスト振り分けワーカに転送
されるものとして説明します。
• POST データのリクエストである。
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• リクエストの POST データサイズが 200 メガバイト未満である。
リクエストが限定できる場合，処理したい長大な POST データの範囲も限定できま
す。長大な POST データのリクエストを処理するワーカに，特定の POST データサイ
ズのリクエストが転送されるように，それぞれのリクエスト転送先ワーカで上限値を
設定します。
リクエストが限定できる場合の，POST データサイズによるリクエストの振り分けの
例を次の図に示します。
図 4-41

POST データサイズによるリクエストの振り分けの例（リクエストが限定でき
る場合）

この図では，POST リクエスト転送先ワーカを二つ用意し，POST データサイズが
100 メガバイト以上 200 メガバイト未満のリクエストがワーカプロセス B に転送され
るように，それぞれに POST データサイズの上限値を設定しています。リクエストの
POST データサイズが上限値未満の場合に，それぞれの POST リクエスト転送先ワー
カに振り分けられます。リクエストの POST データサイズが，複数の POST リクエス
ト転送先ワーカに当てはまる場合，POST データサイズの上限値が最も小さい POST
リクエスト転送先ワーカに，リクエストは振り分けられます。例えば，POST データ
サイズが 80 メガバイトのリクエストの場合は，どちらのワーカにも該当しますが，
ワーカプロセス A に振り分けられます。
● POST リクエスト振り分けワーカに転送されるリクエストが限定できない場合
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リクエストを限定できない場合，長大な POST データを処理するワーカの POST デー
タサイズの上限値には，最大値を設定します。
リクエストが限定できない場合の，POST データサイズによるリクエストの振り分け
の例を次の図に示します。
図 4-42

POST データサイズによるリクエストの振り分けの例（リクエストが限定でき
ない場合）

この図では，POST リクエスト転送先ワーカを二つ用意し，それぞれに POST データ
サイズの上限値を設定しています。長大な POST データのリクエストすべてをワーカ
プロセス B で処理するように，ワーカプロセス B の POST データサイズの上限値に
は最大値を設定しています。ワーカプロセス A の上限値以上（100 メガバイト以上）
の POST データのリクエストは，すべてワーカプロセス B に転送されます。なお，こ
の場合，POST データ以外のリクエストや，POST データサイズが参照できないリク
エストなどが転送されると，リクエスト振り分けワーカで振り分けられないため，リ
ダイレクタによってエラーステータスコード 400 が返されてエラーとなります。
POST データサイズでリクエストを振り分ける場合，リクエストの振り分け条件に満た
ないリクエストが POST リクエスト振り分けワーカに転送されると，リダイレクタに
よってエラーステータスコード 400 が返されてエラーとなります。リクエストの振り分
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け条件については，「(2)

リクエストの振り分け条件」を参照してください。

リクエストの振り分け条件に満たないリクエストも処理したい場合は，そのリクエスト
を転送するワーカプロセスを設定する必要があります。リクエストの振り分け条件に満
たないリクエストを転送するワーカプロセスをデフォルトワーカといいます。なお，デ
フォルトワーカの設定は任意です。
リクエストが限定できない場合に，リクエストの振り分け条件に満たないリクエストを
デフォルトワーカに転送する例を次の図に示します。
図 4-43

POST データサイズによるリクエストの振り分けの例（デフォルトワーカを設
定した場合）

この図では，リクエストの振り分け条件に満たないリクエストを，デフォルトワーカの
ワーカプロセス A に転送するように設定しています。

（2） リクエストの振り分け条件
POST リクエスト転送先ワーカに振り分けられるリクエストは，次の条件を満たしてい
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る必要があります。
POST リクエスト転送先ワーカに振り分けられるリクエストの条件
• リクエストのメソッドが POST であること。
• リクエストに Content-Length ヘッダがある（ボディデータがチャンク形式でな
い）こと。
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が，ワーカに設定している POST デー
タサイズ未満であること。
どれか一つでも条件を満たさないリクエストは，デフォルトワーカに振り分けられます。
デフォルトワーカが設定されていない場合は，エラーとなり，エラーステータスコード
400 のエラーが返されます。

（3） POST データサイズによるリクエストの振り分けの定義
標準で提供される workers.properties には，あらかじめ次に示す POST リクエスト割り
分けワーカが定義されています。
#worker.list=postsizelb1
#worker.postsizelb1.type=post_size_lb
#worker.postsizelb1.post_size_workers=worker1,worker2
#worker.postsizelb1.default_worker=worker1

worker.postsizelb1.type では，ワーカのタイプを設定します。
worker.postsizelb1.post_size_workers では，振り分け対象となる POST リクエスト転送
先ワーカのワーカプロセス名を設定します。worker.postsizelb1.default_worker では，
デフォルトワーカを設定します。workers.properties には，postsizelb1 として，ワーカ
のタイプに「post_size_lb」
，POST リクエスト転送先ワーカに「worker1，worker2」
，
デフォルトワーカに「worker1」が定義されています。
ただし，この定義はコメントとして記述されています。このため，この定義の POST リ
クエスト割り分けワーカを利用する場合は，workers.properties の該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
リクエストを振り分ける POST データサイズは，workers.properties のワーカ定義の
post_data パラメタで設定します。
例えば，標準提供の postsizelb1 の定義を利用して，worker1 と worker2 という二つの
POST リクエスト転送先ワーカに，それぞれ次のように POST データサイズを定義して
いるとします。
● worker1 の post_data パラメタ：100m
● worker2 の post_data パラメタ：200m
この場合，worker1 には 100 メガバイト未満のリクエストが，worker2 には 100 メガバ
イト以上 200 メガバイト未満のリクエストが振り分けられます。リクエスト振り分け
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ワーカが，200 メガバイト以上のリクエストを振り分けた場合，そのリクエストはデ
フォルトワーカに設定されている worker1 に転送されます。
POST データサイズでのリクエスト振り分けの設定については，マニュアル
「Cosminexus

4.23.5

システム構築ガイド」を参照してください。

リダイレクタが返すエラーステータスコード

Web コンテナとのデータ送受信時にタイムアウトが発生したり，定義ファイルに記載誤
りがあったりすると，リダイレクタはエラーステータスコードを返します。リダイレク
タが返すエラーステータスコードと，エラーステータスコードを返す条件を，Web サー
バの種類ごとに表に示します。
表 4-39

リダイレクタが返すエラーステータスコードと発生条件（Hitachi Web Server
の場合）

エラーステータスコード
400

Bad Request

エラーステータスコードを返す条件
次のどちらかに該当する場合，エラーステータスコード 400 が返りま
す。
• リクエストの Host ヘッダのポート番号が不正な場合
• リクエストのメソッドが POST ではない場合※ 1
• リクエストに Content-Length ヘッダがない（POST リクエストで
ある場合，ボディがチャンク形式である）場合※ 1
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が，POST リクエスト転
送先ワーカに設定された POST データサイズの上限を超えた値で
ある場合※ 1

500

Internal Server Error

次のどれかに該当する場合，エラーステータスコード 500 が返りま
す。
• mod_jk.conf の内容に記述誤りがある場合※ 2
• workers.properties の読み込みに失敗した場合，または内容に記述
•
•
•
•
•
•
•
•

注※ 1

誤りがある場合※ 1
リクエストヘッダが 16KB を超えている場合※ 3
Web コンテナとのコネクション確立に失敗した場合
Web コンテナとのコネクション確立でタイムアウトが発生した場合
Web コンテナへのデータ送信時にエラーが発生した場合
Web コンテナへのデータ送信時にタイムアウトが発生した場合
Web コンテナからのデータ受信時にエラーが発生した場合
Web コンテナからのデータ受信時にタイムアウトが発生した場合
クライアントからの POST データの読み込みでタイムアウトが発
生した場合

POST データサイズによる振り分けで，デフォルトワーカを指定していない場合が該当しま

す。
注※ 2

Windows の場合だけ該当します。UNIX の場合は起動に失敗します。

注※ 3

Hitachi Web Server の設定で 16KB 以上のリクエストヘッダを許可している場合が該当し

ます。
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表 4-40

リダイレクタが返すエラーステータスコードと発生条件（Microsoft IIS の場合）

エラーステータスコード

エラーステータスコードを返す条件

400

Bad Request

次のどちらかの場合，エラーステータスコード 400 が返りま
す。
• リクエスト URL に "%" を含み，さらに "%" のあとに続く 2
文字が 16 進数を表さない文字（A 〜 F，a 〜 f，または 0 〜
9 以外の文字）の場合
• リクエストの Host ヘッダのポート番号が不正の場合

403

Forbidden

次のどちらかの場合，エラーステータスコード 403 が返りま
す。
• リクエスト URL が "hitachi_ccfj" から始まる場合※ 1
• リクエスト URL に "%2F" が含まれる場合※ 1

500

Internal Server Error

次のどれかに該当する場合，エラーステータスコード 500 が返
ります。
• isapi_redirect.conf の内容に記述誤りがある場合
• workers.properties の読み込みに失敗した場合，または内容
に記述誤りがある場合
• リクエストヘッダが 16KB を超えている場合※ 2
• Web コンテナとのコネクション確立に失敗した場合
• Web コンテナとのコネクション確立でタイムアウトが発生し
た場合
• Web コンテナへのデータ送信時にエラーが発生した場合
• Web コンテナへのデータ送信時にタイムアウトが発生した場
合
• Web コンテナからのデータ受信時にエラーが発生した場合
• Web コンテナからのデータ受信時にタイムアウトが発生した
場合
• クライアントからの POST データの読み込みでタイムアウト
が発生した場合

注※ 1

大文字・小文字の区別はありません。

注※ 2

Microsoft IIS の設定で 16KB 以上のリクエストヘッダを許可している場合が該当します。

4.23.6

Web サーバ連携時の留意事項

Web サーバと連携するときの留意事項について説明します。

（1） Web コンテナが送受信できるリクエストヘッダおよびレスポンス
ヘッダの上限値
Web サーバと連携する場合，Web コンテナで送受信できるリクエストヘッダおよびレス
ポンスヘッダには上限があります。上限はそれぞれ 16KB です。16KB を超えるヘッダ
の送受信はできないので注意してください。

（2） Hitachi Web Server を使用するときの留意事項
Application Server で構築したシステムでは，Hitachi Web Server の仮想ホスト機能を
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使用できません。同一ホスト上で，複数の Hitachi Web Server を起動したい場合は，
Management Server を使用してください。

（3） Microsoft IIS を使用するときの留意事項
Microsoft IIS を使用するときの留意事項を説明します。
• Microsoft IIS で複数の Web サイトを構築している場合，これらの Web サイトと同時
に連携することはできません。複数の Web サイトを構築している場合は，Web サイ
トごとにリダイレクタの設定をしてください。
• Microsoft IIS 用リダイレクタでは，Web コンテナに転送するリクエストについては，
リクエスト URL 情報を変更します。変更したリクエスト URL は ISAPI フィルタ内
で使用します。
このため，Microsoft IIS 用リダイレクタ以降に実行される ISAPI フィルタでは，
Microsoft IIS が最初に受信したリクエスト URL を取得できません。Microsoft IIS が
受信したリクエスト URL を ISAPI フィルタで取得したい場合は，ISAPI フィルタの
優先順位を Microsoft IIS 用リダイレクタよりも高く設定する必要があります。なお，
優先順位を調整するために，Microsoft IIS 用リダイレクタの優先順位を「中」または
「低」に変更する必要がある場合は，Microsoft IIS 用リダイレクタ動作定義ファイル
の filter_priority キーで指定します。filter_priority キーについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

• Microsoft IIS と連携する場合，次の HTTP リクエストヘッダは Web クライアントで
指定していても，Web アプリケーションでは受信できません。
• tomcaturl
• tomcatquery
• tomcatworker
• tomcattranslate
これらの HTTP リクエストヘッダはリダイレクタで使用されます。
• Microsoft IIS と連携する場合，POST データサイズによるリクエストの振り分けは設
定できません。
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4.24 エラーページのカスタマイズ
クライアントから，存在しないリソースや例外が発生したサーブレットなどにアクセス
があると，Web コンテナはエラーステータスコードを返します。クライアント側では，
Web コンテナから返されたエラーステータスコードに対応するエラーページが表示され
ます。
Cosminexus では，クライアントで表示されるエラーページの代わりに，ユーザが作成
したページをクライアントに表示させることができます。これを，エラーページのカス
タマイズと呼びます。
エラーページをカスタマイズするには，Servlet 仕様で規定されている web.xml の
<error-page> タグを使用する方法と，Web サーバの機能を使用する方法があります。た
だし，リダイレクタが Web コンテナとの通信に失敗した場合など，リダイレクタがエ
ラーを返す場合のエラーページは，web.xml の <error-page> タグを使用する方法ではカ
スタマイズできません。リダイレクタがエラーを返す場合のエラーページのカスタマイ
ズは，Web サーバの機能を使用する方法で行ってください。エラー発生場所とエラー
ページのカスタマイズ方法の対応を表に示します。
表 4-41

エラー発生場所とエラーページのカスタマイズ方法の対応

エラー発生場所

カスタマイズ方法
Web サーバの機能を使用する方法

web.xml の <error-page> タグを使用
する方法

Web コンテナ

○

○

リダイレクタ

○

×

（凡例） ○：カスタマイズできる

×：カスタマイズできない

ここでは，Web サーバの機能を使用したエラーページのカスタマイズ方法について説明
します。
なお，Web コンテナでエラーが発生する条件と，対応するエラーステータスコードにつ
いては，「4.30 Web コンテナが返すエラーステータスコード」を参照してください。ま
た，エラーページのカスタマイズは，ワーカで定義します。エラーページのカスタマイ
ズの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくだ
さい。
なお，Web サーバの機能を使用したエラーページのカスタマイズは，Web サーバ連携機
能を使用する場合に使用できる機能です。Web サーバが Hitachi Web Server の場合だけ
使用できます。Microsoft IIS の場合は使用できません。
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4.24.1

エラーページのカスタマイズの仕組み

エラーページのカスタマイズの処理の仕組みを，Web コンテナでエラーが発生した場合，
およびリダイレクタでエラーが発生した場合のそれぞれについて説明します。
Web コンテナでエラーが発生した場合
Web コンテナからのエラーステータスコードは，リダイレクタが受信します。リダ
イレクタは，エラーページの作成を Web サーバに委任し，Web サーバでエラース
テータスコードに対応したユーザ作成のページをクライアントに送信します。これ
によって，クライアントでは，ユーザが作成したページが表示されます。
エラーページのカスタマイズの処理の流れを次の図に示します。
図 4-44

ユーザ作成のエラーページ表示の流れ（Web サーバの機能を使用する場合）

図中の 1. 〜 3. について説明します。
1. クライアントから存在しないリソースへのアクセスがあると，Web コンテナで
は，404 エラーを Web サーバに返します。
2. リダイレクタは 404 エラーを受け取ると，設定情報※を基にして，404 エラーに
対応するエラーページの生成を Web サーバに依頼します。
3. Web サーバでは，設定情報※を基に 404 エラーに対応するエラーページ
「missing.html」を，クライアントに返します。
リダイレクタでエラーが発生した場合
リダイレクタでエラーが発生すると，リダイレクタは設定情報を基にして，発生し
たエラーに対応するエラーページの生成を Web サーバに依頼します。Web サーバで
は，設定情報※を基にエラーステータスコードに対応したユーザ作成のページをク
ライアントに送信します。これによって，クライアントでは，ユーザが作成した
ページが表示されます。
注※
エラーページをカスタマイズするためには，あらかじめ，エラーステータス
コードとエラーページの対応づけをしておく必要があります。
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対応づけの概要を次の図に示します。
図 4-45

エラーステータスコードとエラーページの対応づけ（Web サーバの機能を使用
する場合）

4.24.2

エラーページカスタマイズの注意事項

Web サーバ連携機能を使用する場合に，Web サーバの機能を使用してエラーページをカ
スタマイズするときの注意事項を次に示します。
• 対象となるエラーステータスコードは決まっています。指定できるエラーステータス
コードについては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してく
ださい。
• エラーページのカスタマイズは，Web サーバが Hitachi Web Server の場合だけ使用
できます。このため，Microsoft IIS と連携している場合に，workers.properties にエ
ラーページのカスタマイズを設定しても，無効となります。
• Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションで，Servlet 仕様で規定されてい
る，web.xml の <error-page> タグによるカスタムエラー機能を使用している場合，
Web コンテナは <error-page> タグに記述されているページへのアクセス結果をス
テータスコードとして返します。このため，<error-page> タグによるカスタムエラー
機能を使用している場合は，<error-page> タグに記述されているページへのアクセス
でエラーが発生したときに，エラーページのカスタマイズ機能が動作します。
• エラーページのカスタマイズをするための設定が，workers.properties または
httpsd.conf のどちらか一方にしかない場合，設定されているエラーが Web コンテナ
で発生しても，ユーザが設定したファイルは表示されません。
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4.25 ドメイン名指定でのトップページの表示
デプロイした Web アプリケーションにアクセスするとき，URL にドメイン名を指定す
るだけで，index.html や index.jsp などの，Web アプリケーションのトップページを表
示させることができます。この機能は，Web サーバ連携機能を使用する場合に使用でき
ます。ここでは，index.html や index.jsp などのファイルを，welcome ファイルと呼び
ます。
ドメイン名だけでトップページを表示させるには，welcome ファイルをルートコンテキ
ストに配置する必要があります。ルートコンテキストとは，コンテキストルート※が空文
字（コンテキストルートに名称が指定されていない）のコンテキストです。
注※
Web アプリケーションをまとめた管理単位を，コンテキストといいます。このコン
テキストのルートパスをコンテキストルートといいます。Web アプリケーションに
アクセスするときは，コンテキストルートを URL 上に指定します。
コンテキストとコンテキストルートについて，次の図に示します。
図 4-46

コンテキストとコンテキストルート

ドメイン名だけでトップページを表示させるには，次の設定が必要になります。
● リダイレクタの設定
ルートコンテキストには，Web サーバ経由でアクセスします。このため，リダイレク
タの URL マッピング定義で，該当する URL がリダイレクトされるように設定する必
要があります。mod_jk.conf（Hitachi Web Server の場合）または
uriworkermap.properties（Microsoft IIS の場合）に設定します。
● アプリケーションの設定
インポートした J2EE アプリケーションのコンテキストルートに空文字を指定します。
ドメイン名指定でトップページを表示するための設定については，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

● 注意事項
ドメイン名指定でのトップページの表示機能を使用する上での注意事項を次に示します。
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• コンテキストルートとルートコンテキストが同じ階層を持つ場合にアクセスされる階
層
コンテキストルートとルートコンテキストが同じ階層を持つ場合，コンテキストルー
トの階層にアクセスされます。例を次に示します。
例
Web アプリケーション A がコンテキストルート example を持ち，Web アプリ
ケーション B のコンテキストルートが空文字で，両方の Web アプリケーション
内に「example」という階層を持つ場合の例を説明します。

この場合，
「http://< ホスト名 >/example」にアクセスすると，コンテキストルー
トを持つ，Web アプリケーション A の example/index.jsp が実行されます。
ただし，ディレクトリ内に，forward や include がある場合で，例えばディレク
トリ内の forward にアクセスすると，ルートコンテキストの index.jsp に
forward されます。
• Web アプリケーション内の構成
URL の先頭に「ejb」や「web」を使用することはできません。
使用できない例
http://< ホスト名 >:< ポート番号 >/ejb
ejb/
ejb
http://< ホスト名 >:< ポート番号 >/web
web/
web
このため，ルートコンテキストとしてデプロイする Web アプリケーションでは，
「ejb」または「web」が先頭になるような構成にしないでください。
• メッセージ本文での表示方法
コンソールやログファイルに出力されるメッセージでは，コンテキストルートは空文
字で表示されます。
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4.26 Web コンテナへのゲートウェイ情報の通
知
クライアントと，Web サーバまたはインプロセス HTTP サーバとの間に，SSL アクセラ
レータや負荷分散機などのゲートウェイを配置している場合で，welcome ファイルや
Form 認証画面への遷移時などに Web コンテナが自動的にリダイレクトするとき，Web
コンテナではゲートウェイの情報を得ることができず，転送先の URL を正しく作成でき
ないことがあります。
これを解決するために，ゲートウェイ指定機能を使用します。ゲートウェイ指定機能に
よって，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知し，welcome ファイルや Form 認証画
面に正しくリダイレクトできるようになります。
ゲートウェイ指定機能は次のような場合に使用できます。
● クライアントと，Web サーバまたはインプロセス HTTP サーバとの間に SSL アクセ
ラレータを配置する場合
クライアントから SSL アクセラレータへのアクセスが HTTPS の場合でも，SSL アク
セラレータから Web サーバへのアクセスは HTTP となるため，Web コンテナは
HTTP によるアクセスであると認識します。このため，welcome ファイルや Form 認
証画面へのリダイレクト先 URL のスキームは HTTP となります。
この場合，ゲートウェイ指定機能を使用して，スキームを常に https とみなすように
指定することで，正しくリダイレクトできるようになります。
● Host ヘッダのないリクエストに対して，リクエストを受けた Web サーバまたはイン
プロセス HTTP サーバ以外へリダイレクトする必要がある場合
Host ヘッダのないリクエストをリダイレクトする場合，リダイレクト先 URL のホス
ト名・ポート番号は，リクエストを受けた Web サーバのホスト名・ポート番号となり
ます。
ゲートウェイ指定機能は，Web サーバまたはインプロセス HTTP サーバの前に負荷分
散機を配置している場合などで，クライアントがアクセスする URL のホスト名・
ポート番号が，リクエストを受けた Web サーバまたはインプロセス HTTP サーバと
異なるときに使用します。これによって，クライアントからアクセスするホスト名・
ポート番号が指定されるので，正しくリダイレクトできるようになります。
なお，インプロセス HTTP サーバを使用する場合，一つの Web コンテナに複数の異なる
経路でアクセスする場合（複数のゲートウェイから Web コンテナに HTTP リクエストが
転送される場合など），ゲートウェイ指定機能を使用できません。インプロセス HTTP
サーバを使用する場合，ゲートウェイ指定機能を使用するには，Web コンテナへのアク
セス経路は一つになる構成にする必要があります。
なお，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定は，リダイレクタに指定
します。Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定については，マニュア
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ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
● 注意事項
ゲートウェイ指定機能を使用する上での注意事項を次に示します。
• リダイレクト先 URL のホスト名，およびポート番号の指定について
通常，ブラウザは Host ヘッダを付けてリクエストを送信するため，リダイレクト先
URL のホスト名やポート番号を指定する必要はありません。
なお，リクエストに Host ヘッダがあるかどうかは，
javax.servlet.http.HttpServletRequest クラスの getHeader メソッドに，引数
「Host」を指定して呼び出すことで確認できます。
• サーブレット API の動作について
ゲートウェイ指定機能の利用によって，一部のサーブレット API の動作が変わりま
す。Web アプリケーションで API を利用するときには注意が必要です。
なお，動作が変わるサーブレット API については，「12.7.1

実装時の留意事項」を参

照してください。
• web.xml の <transport-guarantee> タグについて
ゲートウェイ指定機能でスキームを HTTPS とみなすように設定した場合，Web サー
バへのリクエストが HTTP であっても HTTPS であると見なされます。このため，
web.xml の <transport-guarantee> タグで INTEGRAL や CONFIDENTIAL を指定
しても HTTPS の URL へリダイレクトされないので注意してください。
• Cookie の Secure 属性について
ゲートウェイ指定機能でスキームを HTTPS とみなすように設定している場合に，
Web コンテナが生成したセッション ID を，Cookie によってクライアントに返すと
き，その Cookie には Secure 属性が付与されます。
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4.27 Web サーバ連携・インプロセス HTTP
サーバ・簡易 Web サーバでの IP アドレス
指定
Web コンテナでは，Web サーバ連携，インプロセス HTTP サーバ，および簡易 Web
サーバで利用する IP アドレスを明示的に指定できます。これを，バインド先アドレス設
定機能といいます。この機能を使用することで，複数の物理ネットワークインタフェー
スを持つホスト，または一つの物理ネットワークインタフェースに対して，ホストで実
行する場合に，特定の一つの IP アドレスだけを使用するよう設定できます。
バインドする IP アドレスは，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定しま
す。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。
● 注意事項
• ホスト名または IP アドレスを設定した場合は，指定された IP アドレスへの接続要求
しか受け付けません。IP アドレスを設定する代わりに，ワイルドカードアドレスを指
定することで，そのホスト上の任意の IP アドレスへの接続を受け付けることができま
す。デフォルトでは，ワイルドカードアドレスを使用する設定になっています。なお，
ワイルドカードアドレスを使用する場合は，次のことに注意してください。
• 指定されたホスト名が，hosts ファイルまたは DNS などで解決できない場合は，ワ
イルドカードアドレスを使用してサーバを起動します。
• 指定されたホスト名，または IP アドレスがリモートホストの場合，ワイルドカード
アドレスを使用してサーバを起動します。
• 簡易 Web サーバで利用する IP アドレスには，ループバックアドレスを指定すること
はできません。簡易 Web サーバで利用する IP アドレスにループバックアドレスを指
定した場合は，ワイルドカードアドレスを使用してサーバが起動されます。
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4.28 静的コンテンツのキャッシュ
一度アクセスした静的コンテンツは，メモリ上にキャッシュできます。
一度アクセスした静的コンテンツをメモリ上にキャッシュし，2 回目以降のアクセスでは
キャッシュからブラウザにレスポンスを返すことで，静的コンテンツのレスポンスタイ
ムを短縮できます。
Web コンテナでは，Web アプリケーション単位でキャッシュに使用するメモリサイズの
上限と，キャッシュの対象とする静的コンテンツのファイルサイズの上限を設定して，
静的コンテンツのキャッシュを制御できます。
静的コンテンツのキャッシュの制御には次の 2 種類の方法があります。
• Web コンテナ単位の静的コンテンツのキャッシュの制御
静的コンテンツのキャッシュを Web コンテナ単位で制御する方法です。Web コンテ
ナ単位に，Web アプリケーション単位でキャッシュするメモリサイズの上限値と，
キャッシュを許可する静的コンテンツのファイルサイズの上限値を設定します。設定
した Web アプリケーション単位のキャッシュに使用するメモリサイズの上限値，およ
び静的コンテンツのファイルサイズの上限値は，Web コンテナにデプロイされている
すべての Web アプリケーションに適用されます。
• Web アプリケーション単位の静的コンテンツのキャッシュの制御
静的コンテンツのキャッシュを Web アプリケーション単位で制御する方法です。Web
アプリケーション単位に，キャッシュするメモリサイズの上限値，およびキャッシュ
を許可するファイルサイズの上限値を設定します。
Web アプリケーション単位での制御と，Web コンテナ単位での制御の両方を設定した
場合，Web アプリケーション単位での制御の設定が優先されます。
なお，Web アプリケーション単位のキャッシュするメモリサイズが上限値を超えた場合，
または静的コンテンツのファイルサイズが上限値を超えた場合は，メモリ上にはキャッ
シュしないで，毎回ファイルシステムからブラウザにレスポンスを返します。
静的コンテンツのキャッシュの設定は，設定する範囲ごとに，次の個所に設定します。
• Web コンテナ単位の静的コンテンツのキャッシュの制御
J2EE サーバのプロパティとして指定します。
• Web アプリケーション単位の静的コンテンツのキャッシュの制御
Web アプリケーションの属性（プロパティ）として設定します。
静的コンテンツのキャッシュの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構
築ガイド」を参照してください。
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！

注意事項
J2EE アプリケーションのリロード機能が有効な場合は，静的コンテンツのキャッシュ機能
は無効になるので注意してください。
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4.29 簡易 Web サーバ機能
Web コンテナを HTTP サーバとして，スタブなどのダウンロードに利用します。この機
能は，常に利用するように設定されています。

！

注意事項
簡易 Web サーバは，本番運用時の Web サーバとしては利用できませんので注意してくださ
い。

また，この機能にアクセスできるホストを制限できます。簡易 Web サーバへのアクセス
を許可されていないホストからのアクセスがあった場合，J2EE サーバはそのアクセスを
拒否※します。デフォルトでは，ローカルホストからのアクセスだけを許可します。ホス
トを制限するには，アクセスを許可するホストの，ホスト名，または IP アドレスを設定
します。このとき，ホスト名や IP アドレスの代わりにアスタリスク（*）を指定すると，
全ホストからのアクセスを許可する設定になります。
なお，ホスト名または IP アドレスは，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設
定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
注※
J2EE サーバがアクセスを拒否すると，Web ブラウザが自動で再接続をリトライす
ることがあります。再接続のリトライ回数は，Web ブラウザによって異なるため，1
度のアクセスで，アクセスが拒否されたことを示すメッセージが複数出力されるこ
とがあります。
アクセスを許可するホストをホスト名で指定した場合の注意
アクセスを許可するホストをホスト名で指定した場合，J2EE サーバ起動時にホス
ト名の名前が解決されます。
ホスト名で指定した場合の注意事項を次に示します。
• hosts ファイル，または DNS などでホスト名を解決できるようにする必要があり
ます。解決できない場合はデフォルトの設定でサーバが起動されます。
• ホスト名の解決を J2EE サーバの起動時にするため，サーバの起動に時間が掛か
ることがあります。また，起動後に変更された IP アドレスは反映されないことが
あります。
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4.30 Web コンテナが返すエラーステータス
コード
クライアントから，存在しないリソースや例外が発生したサーブレットなどにアクセス
があると，Web コンテナはエラーステータスコードを返します。Web コンテナが返すエ
ラーステータスコードと，エラーステータスコードを返す条件を次の表に示します。
表 4-42

Web コンテナが返すエラーステータスコードと条件

エラーステータスコード
400

Bad Request

エラーステータスコードを返す条件
次のどちらかに該当する場合，エラーステータスコード 400 が返り
ます。
• FORM 認証で使用するログインページとして指定されたリソース
に対して，クライアントから直接リクエストを送信し，その結果
表示されたログインページからユーザ認証に成功した場合
• 次の三つの条件をすべて満たしているアクセスの場合
1. HTTP のバージョンが "HTTP/1.0" のとき
2. アクセス対象となるサーブレットが
javax.servlet.http.HttpServlet を継承しているとき
3. アクセス時の HTTP メソッドが該当するサーブレットでオー
バーライドされていないとき
• Content-Length ヘッダの値が 2147483647 より大きい，または 0
より小さいリクエストヘッダでアクセスされた場合
• Content-Length ヘッダの値が数値以外のリクエストヘッダでアク
セスされた場合
• Content-Length ヘッダを複数含むリクエストヘッダでアクセスさ
れた場合

401

Unauthorized

BASIC 認証を必要とするリソースに対して，次のようなアクセスが
あった場合，エラーステータスコード 401 が返ります。
• 不正なユーザ名，またはパスワードでアクセスされた場合
• 認証情報を含まないでアクセスされた場合（Authorization ヘッダ
がないアクセス）
。

403

Forbidden

次のどれかに該当する場合，エラーステータスコード 403 が返りま
す。
• BASIC 認証，または FORM 認証を必要とするリソースに対して，
認可できないユーザ名でアクセスされた場合
• web.xml で，auth-constraint 要素に role-name 要素を指定しない
で，すべてのアクセスを許可しないとするリソースにアクセスさ
れた場合※ 1
• 静的コンテンツに対して，PUT または DELETE メソッドでアク
セスされた場合
• web.xml の <transport-guarantee> 要素で，INTEGRAL または
CONFIDENTIAL が設定されているリソースに http でアクセスさ
れた場合※ 2
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エラーステータスコード
404

Not Found

エラーステータスコードを返す条件
次のどちらかのアクセスがあった場合，エラーステータスコード 404
が返ります。
• 存在しないリソースにアクセスされた場合
• javax.servlet.UnavailableException が発生しているサーブレッ
ト，または JSP ファイルにアクセスされた場合※ 3

405

Method Not Allowed

次の三つの条件をすべて満たしているアクセスの場合，エラース
テータスコード 405 が返ります。
• HTTP のバージョンが "HTTP/1.1" の場合
• アクセス対象となるサーブレットが
javax.servlet.http.HttpServlet を継承している場合
• アクセス時の HTTP メソッドが該当するサーブレットでオーバー
ライドされていない場合

412

Precondition Failed

If-Match ヘッダ，または If-Unmodified-Since ヘッダで指定した条
件に一致しない静的コンテンツへのアクセスの場合，エラーステー
タスコード 412 が返ります。

416 Requested Range Not
Satisfiable

次のどれかに当てはまる不正な Range ヘッダの値を使用した静的コ
ンテンツへのアクセスの場合，エラーステータスコード 416 が返り
ます。
• Range ヘッダの値が "byte" から始まっていない
• 範囲定義に数字や "-" を使用していない
• 指定範囲が妥当ではない

500

次のどれかに該当する場合，エラーステータスコード 500 が返りま
す。
• 例外が発生するサーブレットまたは JSP ファイルにアクセスされ

Internal Server Error

た場合※ 4
• コンパイルに失敗した JSP ファイルにアクセスされた場合
• 削除された静的コンテンツにアクセスされた場合※ 5
• 静的コンテンツへのアクセスで I/O エラーが発生した場合
• web.xml の定義が不正な状態で，<auth-constraint> 要素で保護さ
れたリソースにアクセスされた場合※ 6
501

Not Implemented

静的コンテンツまたは javax.servlet.http.HttpServlet を継承した
サーブレットに対して，GET，HEAD，POST，PUT，DELETE，
OPTIONS，TRACE メソッド以外の HTTP メソッドでアクセスされ
た場合，エラーステータスコード 501 が返ります。

503

Service Unavailable

次のどれかに該当する場合，エラーステータスコード 503 が返りま
す。
• リクエストの実行待ちキューに空きがない場合※ 7
• javax.servlet.UnavailableException が発生しているサーブレット
または JSP ファイルにアクセスされた場合※ 8
• 終了処理中の Web コンテナに対してアクセスされた場合
• 予期しないエラーまたは例外によって，異常な状態になった Web
アプリケーションにアクセスされた場合

注※ 1

Web アプリケーションのバージョンが 2.4 の場合に該当します。

注※ 2

usrconf.properties の webserver.connector.redirect_https.port キーに転送先の https の

ポート番号を設定していない場合が該当します。
注※ 3

Web アプリケーションのバージョンが 2.4 の場合で，永久的に利用できないことを示す
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javax.servlet.UnavailableException が発生し，サーブレットおよび JSP ファイルで例外を catch
していないときが該当します。
注※ 4

次のような場合が該当します。

• Web アプリケーションのバージョンが 2.4 の場合
サーブレットまたは JSP で例外を catch していないとき
• Web アプリケーションのバージョンが 2.3 の場合
web.xml の <error-page> タグまたは JSP ファイルの page ディレクティブでエラーページの指
定がなく，サーブレットまたは JSP ファイルで例外を catch していないとき
注※ 5

Web アプリケーションのリロード機能，JSP ファイルの再コンパイル機能，または J2EE

アプリケーションのリロード機能を使用しない場合が該当します。
注※ 6

web.xml で <auth-constraint> 要素に <role-name> 要素が定義され，<login-config> 要素

が定義されていない場合に該当します。この状態でアプリケーションを開始すると，
KDJE39150-W の警告メッセージがコンソール画面，およびメッセージログに出力されます。
注※ 7

Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御，または URL グループ単位の同時実

行スレッド数制御を設定している場合が該当します。
注※ 8

次のような場合が該当します。

• Web アプリケーションのバージョンが 2.4 の場合
一時的に利用できないことを示す，javax.servlet.UnavailableException が発生し，サーブレッ
トまたは JSP で例外を catch していないとき
• Web アプリケーションのバージョンが 2.3 の場合
web.xml の <error-page> タグまたは JSP ファイルの page ディレクティブでエラーページの指
定がなく，サーブレットまたは JSP ファイルで例外を catch していないとき
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4.31 前バージョンからの JSP の移行
07-00 より前のバージョンと 07-00 以降のバージョンでは，JSP のコンパイルの動作が
異なります。Cosminexus では，JSP トランスレーション時に，JSP 仕様に従って JSP
の内容がチェックされるため，JSP トランスレーション時にエラーになって移行できな
いことがあります。その場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，
07-00 より前のバージョンと 07-00 以降のバージョンで JSP のコンパイルの動作を同じ
ように設定できて，エラーが発生しないようにすることができます。
JSP トランスレーション下位互換機能を使用するには，簡易構築定義ファイルで設定す
る方法と，cjjspc コマンドを実行するときにオプションに指定する方法の二つがありま
す。簡易構築定義ファイルで設定する方法については，マニュアル「Cosminexus 簡易
構築・運用ガイド」の論理 J2EE サーバで指定できるパラメタについての説明を参照し
てください。cjjspc コマンドを実行するときにオプションに指定する方法については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してください。

07-00 以降のバージョンで，JSP トランスレーション下位互換機能を使用するとき
（07-00 より前のバージョンと同じコンパイルの動作をするとき）と JSP トランスレー
ション下位互換機能を使用しないときの，コンパイルの動作の差異を次に示します。
● JSP のカスタムタグに，javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo クラスのサブクラスで
指定するスコープや，TLD ファイルの variable 要素内の scope 要素で指定するス
コープの指定が重複した，同一名称のスクリプト変数を定義する場合
JSP トランスレーション下位互換機能を使用する
2 回目以降のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでも，スクリ
プト変数の変数宣言をする。
JSP トランスレーション下位互換機能を使用しない
2 回目以降のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでは，ス
クリプト変数の変数宣言をしない。
● インスタンス化できないクラス名を class 属性に指定した場合
JSP トランスレーション下位互換機能を使用する
2 回目以降の <jsp:useBean> タグで指定した id 属性値がエラーにならないで，
Bean が取得できる。
JSP トランスレーション下位互換機能を使用しない
JSP のトランスレーション時にエラーになる。
● Expression の指定が許されていないタグの属性値に，Expression を指定した場合
JSP トランスレーション下位互換機能を使用する
Expression の指定が許されていないタグの属性値に指定した Expression は，文
字列として扱われる。
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JSP トランスレーション下位互換機能を使用しない
JSP のトランスレーション時にエラーになる。
● タグの属性値が「"<%=」（または「'<%=」）で開始していて，
「%>"」（または「%>'」
）
で終了していない場合
JSP トランスレーション下位互換機能を使用する
「"」（または，
「'」）で囲まれた属性値を，文字列として処理する。
JSP トランスレーション下位互換機能を使用しない
「"」（または，
「'」）で囲まれた属性値を，Expression として処理する。
● taglib ディレクティブの前に，taglib ディレクティブで指定した prefix を使用したカ
スタムタグを記述している場合
JSP トランスレーション下位互換機能を使用する
カスタムタグではなく文字列として扱う。
JSP トランスレーション下位互換機能を使用しない
JSP のトランスレーション時にエラーになる。
JSP を移行するときの注意事項については，次の個所を参照してください。
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• 4.32.8

カスタムタグのスクリプト変数の定義に関する注意事項

• 4.32.9

<jsp:useBean> タグの class 属性に関する注意事項

• 4.32.10

TLD ファイルのバージョンに関する注意事項

• 4.32.11

タグの属性値の Expression チェックに関する注意事項

• 4.32.12

タグの属性値に指定する Expression に関する注意事項

• 4.32.13

taglib ディレクティブの prefix 属性に関する注意事項

4. Web コンテナ

4.32 サーブレット，JSP の実装
この節では，サーブレットおよび JSP を実装するときの注意事項について説明します。

4.32.1

サーブレット，JSP 実装時共通の注意事項

Cosminexus 上で動作するアプリケーションのプログラムとして，サーブレット，JSP
を実装するときの共通の注意事項を示します。

（1） Web アプリケーションのサポート範囲
Web アプリケーションのバージョンは，web.xml に記述する Servlet 仕様のバージョン
情報で識別されます。上位のバージョンの Web アプリケーションは下位のバージョンの
機能を使用できます。下位のバージョンの Web アプリケーションは上位のバージョンの
機能を使用できません。
Web アプリケーションのバージョンごとに，使用できる機能範囲を次の表に示します。
表 4-43

Web アプリケーションのサポート範囲
JSP

Web アプリケー
ションのバージョ
ン

2.2

2.3

2.4

1.1

1.2

2.0

1.1

1.2

2.0

2.2

○

×

×

○

×

×

○

×

×

2.3

○

○

×

○

○

×

○

○

×

2.4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

サーブレット

（凡例）○：使用できる

タグライブラリ※

×：使用できない

注※
タグライブラリのバージョンとは，タブライブラリ • ディスクリプタ（TLD ファイル）のバー
ジョンを表します。

なお，Servlet 2.2 仕様および Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションで，
Servlet 2.4 仕様および JSP 2.0 仕様の機能を使用した場合にエラーとなる場合がありま
す。エラーとなる機能および処理を次の表に示します。
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表 4-44

Servlet 2.2 ／ 2.3 仕様に対応する Web アプリケーションから Servlet 2.4 仕様の
機能を使用した場合のエラー

仕様
Servlet 2.4

JSP 2.0

使用する機能

エラー時の処理

新規 API 呼び出し

Servlet 2.4 仕様で追加された API を使用したかどうかはチェッ
クされません。呼び出した場合の動作は保証されないため呼び
出さないよう注意してください。

新規リスナ登録

Web アプリケーションの開始時にメッセージ KDJE39297-W
がメッセージログに出力され，そのリスナ定義は無視されます。

新規ディレクティブ
新規スタンダード・
アクション

サーブレットログに KDJE39145-E のメッセージ，メッセージ
ログに KDJE39186-E のメッセージがそれぞれ出力され，JSP
コンパイルエラーとなります。

タグファイル

TLD を使用しない場合
taglib ディレクティブで新規属性となる tagdir 属性が不正
として，サーブレットログに KDJE39145-E のメッセー
ジ，メッセージログに KDJE39186-E のメッセージがそれ
ぞれ出力され，JSP コンパイルエラーとなります。
TLD を使用する場合
TLD 2.0 を使用したエラーになります。

TLD 2.0

次に示す TLD ファイルは，Web アプリケーション開始時に
チェックされます。該当する場合，メッセージログに
KDJE39293-W が出力され，無視されます。
• web.xml の <taglib><tablib-location> に指定された TLD
ファイル
• /WEB-INF/lib 下の Jar ファイル内の /META-INF 以下に配
置された TLD ファイル
上記以外の TLD ファイルは，JSP コンパイル時にチェックさ
れます。初回アクセス時など，JSP ファイルのコンパイル時は，
サーブレットログに KDJE 39145-E のメッセージ，メッセージ
ログに KDJE39186-E のメッセージがそれぞれ出力され，JSP
コンパイルエラーとなります。

シンプル・タグ・ハ
ンドラ

サーブレットログに KDJE39145-E のメッセージを，メッセー
ジログに KDJE39186-E のメッセージがそれぞれ出力され，
JSP コンパイルエラーとなります。

Servlet 2.2 仕様および Servlet 2.3 仕様から，Servlet 2.4 仕様に Web アプリケーション
のバージョンアップする場合の作業，および注意事項については，「4.32.6

既存の Web

アプリケーションを Servlet 2.4 仕様にバージョンアップする場合の留意点」を参照して
ください。

（2） トランザクションと JDBC コネクション利用時の注意
サーブレット，JSP でトランザクションを利用する場合，該当するサービスメソッドで
JDBC コネクションを取得し，該当するサービスメソッドが終了する前に解放してくだ
さい。トランザクションが開始しているサーブレットおよび JSP では，次に示す JDBC
コネクションの使用はサポートされません。
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• サーブレット，JSP のサービスメソッドが生成したスレッド上の JDBC コネクション
を使用する。
• サーブレット，JSP のサービスメソッドから呼び出した別のサーブレット，JSP の
サービスメソッドで JDBC コネクションを使用する。
• サーブレット，JSP のサービスメソッドの init メソッドで取得した JDBC コネクショ
ンを使用する。
• インスタンス変数に格納された JDBC コネクションを使用する。※
注※
SingleThreadModel のサーブレットおよび JSP を使用した場合は，インスタン
ス変数に JDBC コネクションを格納できます。

（3） パッケージ名の指定に関する注意
不正なパッケージ名が指定されたクラスをサーブレットおよび JSP で使用した場合，ブ
ラウザからアクセスしたときにステータスコード 500 のエラーになります。例えば，作
成したクラスファイルを正しく配置して，ブラウザからアクセスしても，パッケージ名
の宣言に不正があった場合は，該当クラスが見つかりません。この場合，ステータス
コード 500 のエラーが返されます。

（4） Cookie 利用時の注意
• 日本語などの 2 バイトコードを含む Cookie は使用しないでください。使用した場合，
サーブレットおよび JSP で利用している HTTP セッションが失われる場合がありま
す。
• Cookie でセッション管理をする場合，ホスト名による URL でアクセスしたサーブ
レットまたは JSP で生成されたセッションは，ホスト名の代わりに IP アドレスを指
定した URL でアクセスしたサーブレットまたは JSP に引き継がれません（逆も同様
です）
。

（5） 特別な意味を持つ入力値の表示に関する注意
フォームなどで「<」や「>」などの特別な意味を持つ文字の入力値をそのまま表示した
場合，悪意のあるユーザが <SCRIPT>，<OBJECT>，<APPLET>，<EMBED> のスク
リプトなどを実行できるタグを使用して，重大なセキュリティ上の問題を引き起こすお
それがあります。アプリケーション開発者は，ユーザから入力されたデータに対して必
ず検査をする処理を追加して，特別な意味を持つ文字を排除する必要があります。

（6） コミット後のエラーページの表示に関する注意
サーブレットまたは JSP でレスポンスがコミットされたあとは，例外などのエラーが発
生したとしても，次に示すエラーページはブラウザに表示されません。
• web.xml で指定したエラーページ
• JSP の page ディレクティブの errorPage 属性で指定したエラーページ
• Web コンテナサーバが出力するデフォルトのエラーページ
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レスポンスのコミットは，ユーザが ServletResponse クラスの flushBuffer メソッドな
どを明示的に呼び出してコミットする場合以外にも，レスポンスのバッファが満杯に
なって自動的に Web コンテナがコミットすることがあります。
サーブレットまたは JSP でコミットされているかどうかを調べるには，
ServletResponse クラスの isCommitted メソッドを使用します。また，バッファサイズ
の変更は，サーブレットの場合は ServletResponse クラスの setBufferSize メソッドで，
JSP の場合は page ディレクティブの buffer 属性の指定で行うことができます。

（7） PrintWriter，JSPWriter クラス利用時の性能向上について
PrintWriter クラスおよび JSPWriter クラスの print メソッドと println メソッドの呼び
出し回数を少なくすることで，アクセス回数を減らし，性能を向上できます。例えば，
StringBuffer クラスを使用し，最後に println メソッドを呼び出すようにして，print お
よび println メソッドの呼び出し回数を削減します。

（8） javax.servlet.error.XXXXX によるエラー情報参照時の注意
Servlet 2.3 仕様で定義されている javax.servlet.error.XXXXX 属性は，web.xml の
<error-page> タグに指定されたサーブレットまたは JSP 内でそのエラーページを実行す
る要因となったエラー情報を参照するためのものです。web.xml の <error-page> タグに
指定されたサーブレットまたは JSP 以外からは，これらの属性を参照しないでくださ
い。

（9） ファイルアクセス時の注意
ファイルにアクセスする場合は，必ず絶対パスを指定してください。相対パスを指定す
ると，J2EE サーバは Web コンテナサーバの実行ディレクトリからの相対パスによって
目的のパスを検索しようとします。ServletContext クラスの getRealPath メソッドで相
対パスを指定すると，WAR ファイルを展開したディレクトリでの相対パスが取得されま
す。
また，ファイルにアクセスする場合は，必ずファイルをクローズしてください。WAR
ファイル展開ディレクトリでファイルにアクセスしてクローズしないと，J2EE サーバで
正常にアンデプロイできなくなります。WAR ファイルの展開ディレクトリ下のパスを指
定していない場合でもファイルをクローズしていないと，J2EE サーバの起動中にファイ
ルを削除できないなどの現象が発生します。

（10）例外発生時のエラーページの設定について
JSP，サーブレットへのアクセスで例外が発生した場合，Web コンテナのデフォルトの
処理では例外のステータスコードをブラウザに返します。このデフォルトの処理を変え
る場合は JSP の errorPage の指定や web.xml でエラーページを設定してください。
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（11）クラスローダの取得に関する注意
J2EE アプリケーション内のコードから Cosminexus Component Container のクラス
ローダを取得して，次に示すメソッドを使用する場合に，java.net.JarURLConnection
クラスが使用されます。
• getResource(String).openConnection().getInputStream()
• getResource(String).openStream()
上記メソッドが呼び出される過程で java.net.JarURLConnection クラスの
openConnection メソッドが呼び出され，該当する URL に指定された JAR ファイルが
オープンされます。この JAR ファイルは close メソッドを明示的に呼ばないかぎり，
オープンされたままになり削除できません。上記メソッドは J2EE アプリケーション内
で使用しないでください。また，JAR ファイルに対する操作が必要で
java.net.JarURLConnection クラスの openConnection メソッドを使用する場合には，
該当する JAR ファイルに対して close メソッドを必ず呼び出すようにしてください。

（12）URLConnection クラス使用時の注意
java.net.URLConnection クラスは setUseCaches(boolean) メソッドを使用して，指定さ
れた URL に対してコネクションを取得するときにキャッシュの情報を利用するかどうか
を指定できます。URLConnection クラスに対して setUseCaches(false) メソッドを指定
した場合に，コネクションごとに対象のオブジェクトが生成されます。J2EE アプリケー
ション内のコードから使用する場合には，J2EE サーバの JavaVM がメモリ不足となる
おそれがあります。

（13）ネイティブライブラリのロードに関する注意
System.loadLibrary メソッドを使用して，サーブレットおよび JSP からネイティブライ
ブラリをロードしないでください。サーブレットおよび JSP でネイティブライブラリを
ロードすると，JNI 仕様の制約によって，java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生する
ことがあります。ネイティブライブラリのロードが必要な場合は，System.loadLibrary
メソッドを呼び出すコンテナ拡張ライブラリを作成し，サーブレットおよび JSP からコ
ンテナ拡張ライブラリを参照するように実装してください。コンテナ拡張ライブラリの
作成については，
「10. コンテナ拡張ライブラリ」を参照してください。

（14）ユーザスレッドの使用方法
アプリケーションを構成するサーブレットおよび JSP からスレッドを生成して，使用で
きます。ユーザがプログラムの中で明示して生成するスレッドのことを，ユーザスレッ
ドといいます。
ユーザスレッドは，生成後の動作のしかた（ライフサイクル）によって，次の二つに分
けられます。
• サービスメソッドや init メソッドの範囲内で動作させる。
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• サービスメソッドや init メソッドのバックグラウンドで動作させる。
ユーザスレッドの使用条件
• ユーザスレッドは，Enterprise Bean では使用できません（EJB 仕様で，
Enterprise Bean からのスレッドの生成が禁止されているため）
。
• ユーザスレッドが使用できる Application Server のサーバモードを次に示します。
表 4-45

ユーザスレッドの前提条件（サーバモード）
サーバモード

J2EE サーバモード

使用可否

1.4 モード

○

ベーシックモード

×
○※

サーブレットエンジンモード

（凡例）○：使用できる

×：使用できない

注※
サーブレットエンジンモードでサポートされている範囲で機能を使用できます。ただし，コネ
クションプールは使用できません。

ユーザスレッドを使用する場合のライフサイクルについて説明します。
（a） サービスメソッドや init メソッドの範囲内で動作させる場合
サービスメソッドや init メソッドでユーザスレッドの処理を完了させるモデルです。こ
のモデルの処理の流れを次の図に示します。
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図 4-47

サービスメソッドや init メソッドの範囲内で動作させる場合の処理

サービスメソッドや init メソッドの呼び出しの範囲内で，ユーザスレッドを生成します。
サービスメソッドや init メソッドでは，join メソッドによってユーザスレッドの処理が
完了するのを待ってから，リターンします。
（b） サービスメソッドや init メソッドのバックグラウンドで動作させる場合
サービスメソッドや init メソッドでユーザスレッドを生成し，その後ユーザスレッドを
バックグラウンドで動作させるモデルです。このモデルの処理の流れを次の図に示しま
す。
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図 4-48

サービスメソッドや init メソッドのバックグラウンドで動作させる場合の処理

ユーザスレッドを生成したサービスメソッドや init メソッドは，ユーザスレッドを生成
したあと，処理の完了を待たないでリターンします。ただし，アプリケーションを停止
したあとは，ユーザスレッドから J2EE サービスを利用できなくなります。したがって，
アプリケーションの停止によってサーブレットや JSP の destroy メソッドが呼ばれる前
に，ユーザスレッドの処理を完了しておく必要があります。

（15）セッション情報の永続化について
Web コンテナではセッション情報の永続化はサポートされません。Web コンテナでは
セッション情報は，正常，異常に関係なく Web コンテナが終了すると失われます。セッ
ション情報を保持したい場合は，セッションフェイルオーバ機能を使用してください。
また，web.xml で <distributable> タグを指定した場合，および Serializable でないオブ
ジェクトをセッション情報として登録した場合も IllegalArgumentException は発生しま
せん。

（16）init メソッドおよび destroy メソッドをオーバーライドしていない
場合に出力されるメッセージ
init メソッドおよび destroy メソッドをオーバーライドしていないサーブレットを初期化
または終了すると，次の形式のログがサーブレットログに出力されます。
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• メッセージ ID：KDJE39037-I
• メッセージ本文：path="aa....aa" :bb....bb: init ※
aa....aa
「/」から始まるコンテキストパスを表します。
bb....bb
web.xml の <servlet-name> タグで指定したサーブレット名を表します。デフォ
ルトマッピングのサーブレットの場合は，
「org.apache.catalina.INVOKER.< ク
ラス名 >」となります。
注※
init メソッドの場合は「init」，destroy メソッドの場合は「destroy」となりま
す。出力されるメッセージは，それぞれ javax.servlet.GenericServlet クラスの
init メソッドおよび destroy メソッドで出力されるログです。したがって，init
メソッドまたは destroy メソッドをオーバーライドしたサーブレットではこれら
のメッセージは出力されません。
また，JSP の場合は，page ディレクティブの extends 属性で指定する JSP の基底クラ
スで init メソッドおよび destroy メソッドをオーバーライドしなかった場合，同様の
メッセージが出力されます。その場合，サーブレット名は
"com.hitachi.software.web.servlet-name.jsp" となります。JSP で page ディレクティブ
の extends 属性を指定しなかった場合は，init メソッドのログだけが出力され，destroy
メソッドのログは出力されません。

（17）javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの
javax.servlet.error.exception 属性について
javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの javax.servlet.error.exception 属性につい
て，Servlet で例外をスローした場合と JSP ファイルで例外をスローした場合の二つに
分けて説明します。
（a） Servlet で例外をスローした場合
Servlet でスローした例外クラスが java.lang.Error，またはその派生クラスの場合
javax.servlet.ServletException クラスの例外が javax.servlet.ServletRequest オブ
ジェクトの javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。Servlet でスローし
た例外は，javax.servlet.ServletException クラスの getRootCause メソッドで取得
できます。
Servlet でスローした例外クラスが java.lang.Error，またはその派生クラス以外のクラス
の場合
Servlet でスローした例外が javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの
javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。
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（b） JSP ファイルで例外をスローした場合
● エラーページが JSP ファイルの場合
web.xml の <error-page> タグでエラーページを指定した場合
web.xml の <error-page> タグでエラーページを指定した場合について，JSP 2.0 と
JSP 1.2 に分けて示します。
JSP 2.0
JSP ファイルでスローした例外が javax.servlet.ServletRequest オブジェクト
の javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。
JSP 1.2
JSP ファイルでスローした例外クラスが次のクラスのどれかであれば，JSP
ファイルでスローした例外が javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの
javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。
• java.io.IOException，またはその派生クラス
• java.lang.RuntimeException，またはその派生クラス
• javax.servlet.ServletException，またはその派生クラス
JSP ファイルでスローした例外クラスが上記以外の場合，
javax.servlet.ServletException クラスの例外が javax.servlet.ServletRequest
オブジェクトの javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。JSP ファイ
ルでスローした例外は，javax.servlet.ServletException クラスの
getRootCause メソッドで取得できます。
page ディレクティブの errorPage 属性でエラーページを指定した場合
page ディレクティブの errorPage 属性でエラーページを指定した場合について，エ
ラーページで page ディレクティブの isErrorPage 属性に true を指定した場合と
false を指定した場合に分けて示します。
エラーページで page ディレクティブの isErrorPage 属性に true を指定した場合
JSP ファイルでスローした例外が javax.servlet.ServletRequest オブジェクト
の javax.servlet.error.exception 属性に設定されます。
エラーページで page ディレクティブの isErrorPage 属性に false を指定した場合
javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの javax.servlet.error.exception 属
性に値は設定されません。
● エラーページが Servlet の場合
web.xml の <error-page> タグでエラーページを指定した場合
エラーページが JSP ファイルの場合の，web.xml の <error-page> タグでエラー
ページを指定した場合と同様です。
page ディレクティブの errorPage 属性でエラーページを指定した場合
javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの javax.servlet.error.exception 属性に
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値は設定されません。

（18）バイナリデータを含む Web アプリケーションの操作について
バイナリデータを含む Web アプリケーションでは，次のことに注意してください。
• クライアントから送信されたバイナリデータへのリクエストを実行する場合
バイナリデータへのリクエストで適用されるフィルタ内で，レスポンスオブジェクト
からの PrintWriter を取得しないでください。
• クライアントから送信されたリクエストを処理するサーブレットまたは JSP がディス
パッチする場合
次の場所では，レスポンスオブジェクトからの PrintWriter を取得しないでください。
• バイナリデータへのリクエストで適用されるフィルタ内
• バイナリデータにディスパッチするサーブレットまたは JSP 内

参考
バイナリデータとは，拡張子にマッピングされた MIME タイプが "text/" から始まっていな
い静的コンテンツ，またはマッピングが存在しない静的コンテンツです。

（19）レスポンスの文字エンコーディングに関する注意
JSP またはサーブレットのレスポンスボディの文字エンコードディングが，UTF-16（16
ビット UCS 変換形式）の場合，ブラウザによって正しく表示できない場合があります。
その場合は，JSP またはサーブレットの文字エンコードディングに，UTF-16BE（16
ビット UCS 変換形式のビッグエンディアンバイト順），または UTF-16LE（16 ビット
UCS 変換形式のリトルエンディアンバイト順）を使用してください。

（20）javax.serlvet.ServletRequest クラスの getServerName メソッドお
よび getServerPort メソッドの戻り値について
getServerName メソッド，および getServerPort メソッドの戻り値について説明しま
す。
Servlet2.4 仕様では，Host ヘッダの有無によって，getServerName メソッド，および
getServerPort メソッドの戻り値が異なります。Servlet2.4 仕様での getServerName メ
ソッド，および getServerPort メソッドの戻り値を次の表に示します。
表 4-46

getServerName メソッド，および getServerPort メソッドの戻り値（Servlet2.4
仕様の場合）

Host ヘッダの有無
有り

getServerName メソッドの戻り値
Host ヘッダの「:」より前の部分

getServerPort メソッドの戻り値
Host ヘッダの「:」よりあとの部分
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Host ヘッダの有無

getServerName メソッドの戻り値
解決されたサーバ名または IP アドレ
ス

無し

getServerPort メソッドの戻り値
クライアントとの接続を受け付けた
サーバのポート番号

Cosminexus では，getServerName メソッド，および getServerPort メソッドの戻り値
は，HTTP リクエストと，使用する機能の組み合わせによって得られます。なお，
HTTP 1.1 のリクエストに Host ヘッダが含まれない場合，HTTP 1.1 仕様に従って，400
エラーとなります。また，HTTP 1.1 仕様では，リクエストラインのリクエスト URI が
絶対 URI の場合，ホストにはリクエスト URI のホストを使用して，Host ヘッダの内容
は無視するように定義されています。なお，Servlet 仕様では明記されていませんが，
HTTP 仕様に従って，リクエストラインの URI に含まれるホスト名を優先するように
なっています。
HTTP リクエストと，使用する機能の組み合わせによって得られる，getServerName メ
ソッド，および getServerPort メソッドの戻り値を次の表に示します。なお，ゲート
ウェイ指定機能を使用している場合の，getServerName メソッド，および
getServerPort メソッドの戻り値については，表 4-48 を参照してください。
表 4-47

getServerName メソッド，および getServerPort メソッドの戻り値
（Cosminexus の場合）

HTTP リクエスト
Host ヘッ
ダの有無

有り

getServerName メソッ
ドの戻り値

getServerPort メソッド
の戻り値

Web サーバ連携

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

インプロセス
HTTP サーバ

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

簡易 Web サーバ

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

Web サーバ連携

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

インプロセス
HTTP サーバ

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

簡易 Web サーバ

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

リクエスト
ラインの
URI の種類
絶対 URI

相対 URI
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HTTP リクエスト
Host ヘッ
ダの有無

getServerName メソッ
ドの戻り値

Web サーバ連携

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

インプロセス
HTTP サーバ

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

簡易 Web サーバ

J2EE サーバのホスト名

簡易 Web サーバの
ポート番号

または IP アドレス※ 1
相対 URI

Web サーバ連携

Web サーバのホスト名
または IP アドレス※ 2

インプロセス
HTTP サーバ

J2EE サーバのホスト名

簡易 Web サーバ

J2EE サーバのホスト名

または IP アドレス※ 1
または IP アドレス※ 1

注※ 1

getServerPort メソッド
の戻り値

リクエスト
ラインの
URI の種類
絶対 URI

無し

使用する機能

Web サーバのポート番
号
インプロセス HTTP
サーバのポート番号
簡易 Web サーバの
ポート番号

java.net.InetAddress.getLocalHost メソッド，または getHostName メソッドの戻り値と

なります。
注※ 2

Hitachi Web Server を使用する場合，ServerName ディレクティブに指定した値となりま

す。ServerName ディレクティブについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してくだ
さい。

ゲートウェイ指定機能使用時の getServerName メソッド，および getServerPort メソッ
ドの戻り値を次の表に示します。
表 4-48

ゲートウェイ指定機能使用時の getServerName メソッド，および
getServerPort メソッドの戻り値（Cosminexus の場合）

HTTP リクエスト
Host ヘッ
ダの有無

有り

使用する機能

getServerName メソッ
ドの戻り値

getServerPort メソッド
の戻り値

Web サーバ連携

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

インプロセス
HTTP サーバ

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

Web サーバ連携

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

インプロセス
HTTP サーバ

Host ヘッダのホスト名

Host ヘッダのポート
番号

リクエスト
ラインの
URI の種類
絶対 URI

相対 URI
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HTTP リクエスト
Host ヘッ
ダの有無

相対 URI

4.32.2

getServerName メソッ
ドの戻り値

getServerPort メソッド
の戻り値

Web サーバ連携

ゲートウェイ指定機能で
指定したホスト名

ゲートウェイ指定機能
で指定したポート番号

インプロセス
HTTP サーバ

リクエストラインのホス
ト名

リクエストラインの
ポート番号

Web サーバ連携

ゲートウェイ指定機能で
指定したホスト名

ゲートウェイ指定機能
で指定したポート番号

インプロセス
HTTP サーバ

ゲートウェイ指定機能で
指定したホスト名

ゲートウェイ指定機能
で指定したポート番号

リクエスト
ラインの
URI の種類
絶対 URI

無し

使用する機能

サーブレット実装時の注意事項

サーブレットを実装するときの注意事項を示します。

（1） 入出力ストリーム利用時の注意
• ServletInputStream の available メソッドは，常に 0 を返します。
• ServletOutputStream クラスの print(char c) メソッドの引数には，0x00 〜 0xFF の
範囲で指定してください。範囲外の値を指定すると
java.io.CharConversionException が発生します。
• ServletInputStream クラスでは，mark メソッドおよび reset メソッドをサポートし
ていません。また，markSupported メソッドは常に false を返します。
• ServletInputStream クラスからデータを読み出したあとに転送（forward）した場
合，転送先の ServletInputStream クラスから読み出されるデータは，転送する前に
読み出された位置からのものとなります。また，転送する前に ServletInputStream
クラスからすべてのデータを読み出した場合，転送先のリクエストパラメタは空とな
ります。

（2） ロケール設定時の注意
ServletResponse クラスの setLocale メソッドに Locale.JAPANESE を指定した場合，
Content-Type ヘッダの charset は Shift_JIS（シフト JIS）になります。

（3） URI 取得時の注意
HttpServletRequest クラスの getRequestURI メソッドでは，最適化された URI が返さ
れます。例えば，「xxx//yyy/zzz」は「xxx/yyy/zzz」に，
「xxx/yyy/../zzz」は「xxx/zzz」
のように変換されます。

（4） POST データの読み込み失敗時の動作について
Web サーバで POST データの読み込みに失敗した場合，Web コンテナで動作するサーブ
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レットでは，ServletRequest クラスの次に示すメソッドの呼び出し時に
IllegalStateException 例外が発生します。
• getParameter メソッド
• getParameterNames メソッド
• getParameterValues メソッド
• getParameterMap メソッド

（5） 属性の変更に対するイベント通知時の注意
ServletContextAttributeListener インタフェース，HttpSessionAttributeListener イン
タフェース，および ServletRequestAttributeListener では，Web コンテナが内部で使
用している属性の追加，削除，更新があった場合にもイベントが通知される場合があり
ます。通知されたイベントの属性名を参照して，Web アプリケーションで使用している
属性名以外の場合には無視するようにしてください。

（6） ServletContext インタフェース利用時の注意
• ServletContext インタフェースの getResourcePaths メソッドによって得られる
java.util.Set は参照用です。この java.util.Set に対し，要素の追加，削除の操作をし
ないでください。add，addAll，clear，remove，および removeAll メソッドを使用
すると IllegalStateException 例外が発生する場合があります。
• ServletContext インタフェースの getContext メソッドの引数には，存在するコンテ
キストルート名を使用した URL を指定してください。存在しないコンテキストルー
ト名を使用した URL を指定した場合の動作は保証されません。
• ServletContext インタフェースの getResource メソッドおよび
getResourceAsStream メソッドには，該当 Web アプリケーションに含まれるリソー
スを指定してください。該当 Web アプリケーション外のリソースを指定した場合の動
作は保証されません。

（7） Web アプリケーションに含まれるディレクトリにアクセスするとき
の注意
Web アプリケーションに含まれるディレクトリにアクセスするときは，クエリ文字列お
よび POST データがリダイレクト先リソースで取得できないことがあるため，クエリ文
字列および POST データは付けないようにしてください。

（8） ServletRequest インタフェース利用時の注意
• ServletRequest インタフェースの getParameter メソッドの引数に指定するパラメタ
名，および戻り値として得られるパラメタ値に「=」を含む文字列を利用する場合は，
クエリ文字列または POST データに指定するときに「=」をエンコードして指定して
ください。具体的には，次のような形式です。
"a=b%3Dc"
また，getParameterNames メソッド，getParameterValues メソッド，および
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getParameterMap メソッドについても「=」をエンコードして指定してください。
• ServletRequest インタフェースの getRemoteHost メソッドは，リクエストを送信し
たクライアントのホスト名を返しますが，Web サーバがホスト名を解決できないか，
解決しないように設定されている場合は IP アドレスを返します。
既定の設定では Web サーバの設定がされていないため，IP アドレスを返します。ホ
スト名を取得する場合は，Web サーバの設定を変更する必要があります。ただし，設
定を変更すると，ホスト名の解決のため，レスポンスが遅くなる場合があります。
Web サーバの設定の変更方法については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照
してください。

（9） プロセス内で複数回実行してはならない処理を実装する場合の注意
1 プロセス内で複数回実行してはならない処理をサーブレット中に記述する場合，サーブ
レットの実行とその処理が同期することがないようにしてください。特に，OTM との通
信を開始するための初期化処理の中には，インスタンスを削除しても終了しない常駐ス
レッドを生成するものがあります。例えば，Cosminexus TPBroker の初期化関数である
ORB.init メソッドは，呼び出されるたびにガーベージコレクション実行のための監視用
常駐スレッドを生成し，このスレッドはプロセス終了まで消えません。そのため，１プ
ロセス内で ORB.init メソッドを必要以上に実行すると，不要なガーベージコレクション
処理が増え，システム全体の性能が著しく低下するなどの悪影響があります。
このような事態を避けるため，プロセス中で 1 回だけ実行させたい処理をサーブレット
に記述する場合には，その処理がプロセス中で実行済みかどうかをあらかじめ判定する
必要があります。具体的には，ある処理が実行済みかどうかの状態を格納する条件フラ
グとして static 変数を任意のクラス中で用意します。static 変数の値が「未実行」を意
味するものである場合にだけ処理を実行し，値を「実行済み」を意味するものに変更す
ることで，その処理の実行回数をプロセス中で 1 回だけに限定できます。ただし，次の
2 点に注意してください。
• 任意のクラスで static 変数を使用する場合は，usrconf.properties または
hitachi_web.properties に次の設定をしないでください。
・webserver.context.reloadable=true
・webserver.jsp.recompilable=true
設定した場合，そのクラスのインスタンスが自動的に破棄されて，再生成されること
があるため，それに伴って static 変数の値も初期化されてしまうことがあります。
usrconf.properties と hitachi_web.properties の設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
• あるスレッドが条件フラグである static 変数の値を参照してから値を変更するまでの
間に，ほかのスレッドが同様の処理を実行することがないよう，この処理を実行する
メソッドに synchronized キーワードを指定してください。この方法を用いて
Cosminexus TPBroker の初期化関数 ORB.init メソッドが 1 回だけ呼び出されるよう
にするためのコーディング例を次に示します。
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static org.omg.CORBA.ORB _orb=null;
public static synchronized org.omg.CORBA.ORB getORB(String[] args,
Properties props){
if(_orb==null){
_orb=org.omg.CORBA.ORB.init(args,props);
}
return _orb;
}

（10）ゲートウェイ指定機能を使用する場合の注意
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知し，welcome ファイルや FORM 認証画面に正
しくリダイレクトするゲートウェイ指定機能を使用できます。ゲートウェイ指定機能に
ついては，「4.26 Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知」を参照してください。
ゲートウェイ指定機能を使用する場合，一部のサーブレット API の動作が変わります。
ゲートウェイ指定機能使用時のサーブレット API の注意事項を，使用するメソッドごと
に示します。
● javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスの sendRedirect メソッド
引数に相対 URL を指定し，Host ヘッダのないリクエストの場合，リダイレクト先
URL のホスト名とポート番号は，ゲートウェイ指定機能で指定した値となります。引
数に相対 URL を指定し，ゲートウェイ指定機能でスキームを https とみなすように
設定した場合，リダイレクト先 URL のスキームは常に「https」となります。
● javax.servlet.ServletRequest クラスの getServerName メソッド
ゲートウェイ指定機能でリダイレクト先 URL のホスト名を指定し，リクエストに
Host ヘッダがない場合，戻り値は指定した値となります。
● javax.servlet.ServletRequest クラスの getServerPort メソッド
ゲートウェイ指定機能でリダイレクト先 URL のポート番号を指定し，リクエストに
Host ヘッダがない場合，戻り値は指定した値となります。ゲートウェイ指定機能でリ
ダイレクト先 URL のホスト名を指定し，ポート番号を省略した場合，戻り値はリク
エストのスキームが http であれば「80」
，https であれば「443」となります。
● javax.servlet.ServletRequest クラスの getScheme メソッド
ゲートウェイ指定機能でスキームを https とみなすように設定した場合，戻り値は常
に「https」となります。
● javax.servlet.ServletRequest クラスの isSecure メソッド
ゲートウェイ指定機能でスキームを https とみなすように設定した場合，戻り値は常
に「true」となります。
● javax.servlet.ServletRequest クラスの getAttribute メソッド
ゲートウェイ指定機能でスキームを https とみなすように設定した場合でも，次の属
性は取得できません。
• javax.servlet.request.cipher_suite（Web サーバに Microsoft IIS を使用している場
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合は，ゲートウェイ指定機能の使用に関係なく取得できません）
• javax.servlet.request.key_size
• javax.servlet.request.X509Certificate

（11）ゲートウェイ使用時の注意
SSL アクセラレータや負荷分散器などのゲートウェイを使用した場合，次のサーブレッ
ト API の戻り値はクライアントの IP アドレスやホスト名ではなく，ゲートウェイの IP
アドレスやホスト名になります。
• javax.servlet.ServletRequest クラスの getRemoteAddr メソッド
• javax.servlet.ServletRequest クラスの getRemoteHost メソッド

（12）ServletContext オブジェクトに登録する日立独自の属性
Web コンテナは，Web アプリケーションの制御に必要な情報を
javax.servlet.ServletContext オブジェクトの属性に登録しています。Web アプリケー
ションで ServletContext インタフェースの getAttributeNames メソッドによって取得
する属性名には，Web コンテナによって登録された属性の名称も含まれます。
Web アプリケーション内で ServletContext オブジェクトに属性を登録する時，次の文字
列で開始するキー名称を使用しないでください。
• org.apache.catalina
• com.hitachi.software.web
また，ServletContext には J2EE の仕様で定められた属性も追加されるため，これらと
同じキー名称の属性を登録しないでください。
Web コンテナが登録する属性の名称と意味を次の表に示します。
表 4-49

ServletContext に登録する日立独自の属性

項
番

キー名称

値の説明

1

org.apache.catalina.WELCO
ME_FILES

web.xml またはデフォルト web.xml に
<welcome-file-list> タグで設定された値です。

J2EE，サー
ブレット

2

org.apache.catalina.resource
s

コンテキストと結び付けられる JNDI ディレク
トリコンテキストです。

J2EE，サー
ブレット

3

org.apache.catalina.jsp_class
path

コンテキストに含まれる JSP のコンパイル時に
使用するクラスパスです。

J2EE，サー
ブレット

4

com.hitachi.software.web.ap
plication-dd.J2eeApplication
Name

J2EE アプリケーション名です。

J2EE

5

com.hitachi.software.web.ap
plication-dd.contextRoot

コンテキストルート名です。

J2EE
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項
番

キー名称

値の説明

6

com.hitachi.software.web.dd
.session-max-inactive-interv
al

web.xml に設定された HTTP セッションの有効

7

com.hitachi.software.web.hit
achi-runtime-dd.http-session
-max-number

HTTP セッション数の上限値設定機能で設定さ
れた HTTP セッション数の上限値です。

J2EE

8

com.hitachi.software.web.dd
.filter-class

web.xml の最上部に定義されたフィルタマッピ
ングのクラス名です。

J2EE

9

com.hitachi.software.web.dd
.url-pattern

web.xml の最上部に定義されたフィルタマッピ

J2EE

1
0

com.hitachi.software.web.se
rver-id-cookie-name

サーバ ID 付加機能によって作成されるサーバ
ID の HTTP Cookie 名称です。

J2EE

11

com.hitachi.software.was.sfo

セッションフェイルオーバ機能用フィルタの初
期化パラメタに設定されたグローバルセッショ
ン ID に使用する HTTP Cookie 名称です。

J2EE

.GIDCookieName

※4

期間※ 1

コンテナの
モード
J2EE

です。

ングの URL パターン※ 2 ※ 3 です。

（凡例）
J2EE：J2EE サーバモードを表す
サーブレット：サーブレットエンジンモードを表す
注※ 1
web.xml に HTTP セッションの有効期間を設定しなかった場合はデフォルトの値が登録されま
す。
注※ 2
<url-pattern> タグでなく，<servlet-name> タグが設定された場合は追加されません。
注※ 3
web.xml 内にセッションフェイルオーバ機能用フィルタを使用するフィルタマッピングが複数
定義されていた場合，URL パターンの代わりに

<multi mapped>

の文字列が登録されます。

注※４
この属性が登録されるのは，セッションフェイルオーバ機能を使用する場合だけです。

（13）ServletRequest クラスのプロキシ取得用メソッドを使用する場合の
注意
次に示す javax.servlet.ServletRequest クラスのメソッドは，リクエストを送信したクラ
イアント，または最後に通ったプロキシの情報を取得するためのメソッドですが，リ
バースプロキシを使用した環境では，取得する情報がリバースプロキシの情報となりま
す。
• getRemoteAddr メソッド
• getRemoteHost メソッド
• getRemotePort メソッド
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（14）javax.servlet.ServletResponse クラスの reset メソッドについての
注意
javax.servlet.ServletResponse クラスの getWriter メソッドを実行したあとに，reset メ
ソッドを実行した場合，HTTP レスポンスの Content-Type で指定する文字エンコー
ディングは，次に示す API のどれか（すべて javax.servlet.ServletResponse クラス）を
使用して，再度同じ文字エンコーディングを指定してください。
• setContentType メソッド
• setLocale メソッド
• setCharacterEncoding メソッド※
注※
Servlet 2.4 仕様で追加されたメソッドです。
Servlet 2.4 仕様では，上記の API を使用して文字エンコーディングを設定する場合は，
getWriter メソッドを実行する前に呼び出す必要があります。ただし，getWriter メソッ
ドを実行したあとに reset メソッドを実行した場合にかぎり，再度 getWriter メソッドを
呼び出すまでは上記の API で文字エンコーディングを設定できます。

（15）setMaxInactiveInterval メソッドの引数に 0 を指定した場合の動作
javax.servlet.http.HttpSession の setMaxInactiveInterval メソッドの引数に 0 を指定し
た場合，セッションがタイムアウトになることはありません。

（16）java.io.BufferedReader の mark 操作について
インプロセス HTTP サーバ機能を使用している場合に，javax.servlet.ServletRequest の
getReader メソッドで得られる java.io.BufferedReader は，mark 操作をサポートしてい
ません。markSupported メソッドでは false が返されます。

（17）setVersion メソッドの引数に 1 を指定した場合の動作
javax.servlet.http.Cookie の setVersion メソッドの引数に 1 を指定した場合，Web サー
バ連携機能使用時には，レスポンスに Set-Cookie2 ヘッダが付加されますが，インプロ
セス HTTP サーバ機能使用時には Set-Cookie ヘッダが付加されます。

（18）getRequestDispatcher メソッドでのパスの指定について
javax.servlet.ServletRequest の getRequestDispatcher メソッドの引数に「/」ではじま
らない相対パスを指定した場合，このサーブレットのサーブレットマッピングに指定し
た URL パターンからの相対パスになります。URL パターンが「/」で終わっている場合
は，親のディレクトリからの相対パスになります。
例えば，サーブレットマッピングを "/a/b/" に指定したサーブレットから，"hello.html"
を指定して getRequestDispatcher メソッドを実行すると，"/a/hello.html" が得られま
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す。

（19）setBufferSize メソッドを使用してバッファサイズを変更する場合の
注意
レスポンス送信時に使用されるサーブレットのバッファは，リクエスト処理スレッドご
とに保持されます。javax.servlet.ServletResponse の setBufferSize メソッドを実行して
バッファサイズを変更した場合，変更したバッファサイズは，同一 J2EE サーバ上のほ
かの Web アプリケーションを含め，該当するスレッドが処理するすべてのリクエストに
適用されます。javax.servlet.ServletResponse の setBufferSize メソッドを使用してバッ
ファサイズを変更する場合は，
（バッファサイズ）×（リクエスト処理スレッド数）分の
メモリが確保されることを考慮した上で，メモリ使用量を見積もってください。

（20）HTTP レスポンスの Content-Type ヘッダについての注意
サーブレットでは，javax.servlet.ServletResponse クラスの setContentType メソッド
で明示的に Content-Type を設定していない場合，Content-Type ヘッダを作成しません。
そのため，HTTP レスポンスの文字エンコーディングを Content-Type ヘッダの
charset= フィールドから確認することはできません。

4.32.3

Servlet 2.4 仕様で追加，変更された仕様についての
注意事項

Servlet 2.4 仕様で追加，変更された仕様を，Cosminexus 上で使用するときの注意事項
を示します。Servlet 2.4 仕様および Servlet 2.3 仕様については，それぞれの仕様書
（Servlet 2.4 仕様書，Servlet 2.3 仕様書）を参照してください。

（1） X-Powered-By ヘッダの利用
Servlet 2.4 仕様で追加された X-Powered-By ヘッダはレスポンスに追加されません。

（2） java.servlet.RequestDispatcher クラスの forward メソッド利用時の
注意
javax.servlet.ServletRequest クラス，および javax.servlet.ServletContext クラスの
getRequestDispatcher メソッドで取得した javax.servlet.RequestDispatcher クラスの
forward メソッドを実行すると，リクエストオブジェクトには次のキーの属性が追加さ
れます。ただし，javax.servlet.ServletContext クラスの getNamedDispatcher メソッド
で取得した RequestDispatcher オブジェクトの forward メソッドでは追加されません。
• javax.servlet.forward.request_uri
• javax.servlet.forward.context_path
• javax.servlet.forward.servlet_path
• javax.servlet.forward.path_info ※ 1
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• javax.servlet.forward.query_string ※ 2
注※ 1
Web コンテナが受信した HTTP リクエストが追加のパス情報を含まない場合，この
属性は追加されません。
注※ 2
Web コンテナが受信した HTTP リクストのリクエスト URI がクエリ文字列を含ま
ない場合，この属性は追加されません。
これらの属性は，Web コンテナによって追加されます。
javax.servlet.ServletRequestAttributeListener に属性追加のイベントは通知されませ
ん。追加される属性の値については，Servlet 2.4 仕様書を参照してください。

（3） javax.servlet.SingleThreadModel インタフェースの非推奨化につい
て
javax.servlet.SingleThreadModel インタフェースは，Servlet 2.4 仕様から非推奨となっ
ています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，
javax.servlet.SingleThreadModel インタフェースを使用できます。ただし，Servlet 2.4
仕様を参照し，非推奨となった理由に注意して使用してください。

（4） javax.servlet.ServletResponse クラスの setLocale メソッドについ
て
javax.servlet.ServletResponse クラスの setLocale メソッドによって，HTTP レスポン
スの Content-Type ヘッダに文字エンコーディングが設定されます。Servlet 2.4 仕様で
は，設定される文字エンコーディングが有効となる条件が変更されています。
Cosminexus で有効となる条件を，Servlet 2.4 と Servlet 2.3 に分けて示します。
Servlet 2.4
次のすべての条件を満たす必要があります。
• HTTP レスポンスがコミットされる前であること。
• getWriter メソッドの呼び出し前であること。
• setCharacterEncoding メソッドの呼び出し前であること。
• setContentType メソッドによって文字エンコーディングが設定されていないこ
と。
条件に反する場合，setLocal メソッドは，ServletResponse クラスにロケールを設
定するだけで，レスポンスの文字エンコーディングは設定しません。
Servlet 2.3
次の条件を満たす必要があります。
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• HTTP レスポンスがコミットされる前であること※。
注※
• レスポンスがコミットされる前の場合，getWriter メソッドの呼び出し前後に関係
なく，文字エンコーディングが設定されます。
• レスポンスがコミットされる前の場合，setContentType メソッドで文字エンコー
ディングが設定されているかどうかに関係なく，文字エンコーディングが設定さ
れます。

（5） javax.servlet.UnavailableException について
javax.servlet.UnavailableException 例外は永久的に利用できないことを示します。
javax.servlet.UnavailableException 例外を throw したサーブレット，JSP にアクセス
した場合の HTTP レスポンスコードの仕様が，Servlet 2.4 仕様で追記されています。
Cosminexus でこの例外を throw したサーブレット，JSP にアクセスした場合の HTTP
レスポンスコードを，Servlet 2.4 と Servlet 2.3 に分けて示します。
Servlet 2.4
404 エラーとなります。
Servlet 2.3
503 エラーとなります。

（6） javax.servlet.http.HttpSessionListener インタフェースの
sessionDestroyed メソッドについて
javax.servlet.http.HttpSessionListener インタフェースの sessionDestroyed メソッドを
呼び出すタイミングが，Servlet 2.4 仕様で変更されています。
Cosminexus でこのメソッドを呼び出す場合のタイミングを，Servlet 2.4 と Servlet 2.3
に分けて示します。
Servlet 2.4
セッションが破棄される前に実行されます。
Servlet 2.3
セッションが破棄されたあとに実行されます。
なお，セッションタイムアウトが無効のとき，次の順序でセッションに関するリスナが
通知されます。Web アプリケーションのバージョンごとに，順序を示します。
Servlet2.4 の場合
1. javax.servlet.http.HttpSessionListener インタフェースの sessionDestroyed()
メソッド
2. javax.servlet.http.HttpSessionBindingListener インタフェースの
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valueUnbound() メソッド
3. javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener インタフェースの
attributeRemoved() メソッド
Servlet2.3 の場合
1. javax.servlet.http.HttpSessionBindingListener インタフェースの
valueUnbound() メソッド
2. javax.servlet.http.HttpSessionAttributeListener インタフェースの
attributeRemoved() メソッド
3. javax.servlet.http.HttpSessionListener インタフェースの sessionDestroyed()
メソッド

（7） javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスの sendRedirect メ
ソッドについて
javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスの sendRedirect メソッドを使用する条
件が，Servlet 2.4 仕様で変更されています。
Cosminexus でこのメソッドを正常に実行するには，次の条件をすべて満たす必要があ
ります。
• 実行するタイミングが，レスポンスがコミットされる前であること。
• 引数に適切な URL を指定すること。
この条件を満たさない場合のエラー制御を，Servlet 2.4 と Servlet 2.3 に分けて示しま
す。
Servlet 2.4
条件を満たさない場合は，java.lang.IllegalStateException 例外が throw されます。
Servlet 2.3
• レスポンスがすでにコミットされている場合
java.lang.IllegalStateException 例外が throw されます。
• 引数に不正な URL が指定された場合
レスポンスコードが 404 になります。

（8） HTTP ステータスコード 302 のステータスメッセージについて
Servlet 2.4 仕様では，HTTP ステータスコードの 302 を示す定数として，
javax.servlet.http.HttpServletResponse クラスに「SC_FOUND」が追加されています。
また，下位互換性のため，Servlet 2.3 仕様で定義されていた
「SC_MOVED_TEMPORARILY」はそのまま使用できます。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，
「SC_FOUND」お
よび「SC_MOVED_TEMPORARILY」を使用できます。
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なお，ステータスメッセージの「Found」が Web コンテナで使用されるのは，次の場合
です。
• Web アプリケーションで 302 を返す場合
• デフォルトエラーページが出力された場合（HTML 本文中）

（9） サーブレットのサービスメソッド実行中の HttpSession のタイムア
ウト
Servlet 2.4 仕様では，サービスメソッド実行中の javax.servlet.http.HttpSession クラス
でのタイムアウトについて仕様が追記されています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，Web アプリケー
ションでのリクエスト処理を実行している間は，HttpSession はタイムアウトされませ
ん。
また，Web アプリケーション単位または URL グループ単位の同時実行スレッド数制御
によって，リクエストが実行待ち状態の場合も，HttpSession はタイムアウトされませ
ん。ただし，Web コンテナ単位での同時実行スレッド数制御による実行待ち状態の場合
は，HttpSession はタイムアウトされるので注意してください。

（10）リスナで例外が発生した場合の制御について
Servlet 2.4 仕様では，リスナで例外が発生した場合についての記述が追加されています。
Cosminexus を使用している場合で，リスナで例外が発生した場合の制御を，Servlet 2.4
と Servlet 2.3 に分けて示します。
Servlet 2.4
該当するイベントを処理するリスナが複数あっても，例外を発生したリスナ以降の
リスナは，実行されません。
Servlet 2.3
発生した例外は Web コンテナによって catch されます。複数のリスナが登録されて
いる場合，例外が catch されたあとに，正常時と同様に登録されているリスナが順
次実行されます。

（11）共通で使用する外部のライブラリ（Extension）について
Web アプリケーションで外部のライブラリを使用する場合に記載する MANIFEST ファ
イルの扱いについて，Servlet 2.4 仕様では記述が変更されています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，MANIFEST ファ
イルの存在，および MANIFEST ファイルの内容は確認されません。
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（12）サーブレットのバージョンが異なる Web アプリケーション間のク
ロスコンテキストの使用について
サーブレットのバージョンが異なる Web アプリケーション間で，クロスコンテキストを
使用したリクエストを forward したあとの動作，および include したあとの動作を，次
の表に示します。
表 4-50
項
番

forward 後および include 後の動作

Servlet 2.4 仕様の追加機能／
Web アプリケーションのバー
ジョンで違いのある機能

リクエストの forward 先／ include 先の動作
2.4 から 2.3 に forward ／
include

※1

2.3 から 2.4 に forward ／
include ※ 2

1

forward 時または include 時の
フィルタ適用

forward 後／ include 後のサー
ブレット，または JSP から，
さらに forward または include
する場合，Servlet 2.4 仕様が
適用され，フィルタは使用で
きます。

forward 後／ include 後の
サーブレット，または JSP
からさらに forward または
include する場合，Servlet
2.3 仕様が適用され，フィ
ルタは使用できません。

2

javax.servlet.ServletRequestAtt
ributeListener の呼び出し

Servlet 2.4 仕様が適用され，
リクエストへの属性追加時に
リスナが使用できます。

Servlet 2.3 仕様が適用さ
れ，リクエストへの属性追
加時にリスナは使用できま
せん。

3

JSP のコンパイル

Servlet 2.3 に対応したアプリ
ケーションとして JSP コンパ
イルを実行します。

Servlet 2.4 に対応したアプ
リケーションとして JSP
コンパイルを実行します。

4

javax.servlet.ServletResponse
クラスの setLocale メソッド

Servlet 2.4 仕様が適用され，
次に示す条件をすべて満たす
場合，文字エンコーディング
の設定が有効となります。
• レスポンスがコミットされ
る前であること。
• getWriter メソッドの呼び出
し前であること。
• setCharacterEncoding メ
ソッドの呼び出し前である
こと。
• serContentType メソッドで
文字エンコーディングが設
定されていないこと。

Servlet 2.3 仕様が適用さ
れ，レスポンスがコミット
される前である場合，文字
エンコーディングの設定が
有効となります。

5

永久的に利用できないことを示
す
javax.servlet.UnavailableExcep
tion 例外を throw したサーブ
レット，JSP へのディスパッチ

Servlet 2.3 仕様が適用され，
ステータス 503 を設定したレ
スポンスが返されます。

Servlet 2.4 仕様が適用さ
れ，ステータス 404 を設定
したレスポンスが返されま
す。
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項
番

Servlet 2.4 仕様の追加機能／
Web アプリケーションのバー
ジョンで違いのある機能

リクエストの forward 先／ include 先の動作
2.4 から 2.3 に forward ／

2.3 から 2.4 に forward ／

include ※ 1

include ※ 2

6

javax.servlet.http.HttpSessionL
istener インタフェースの
sessionDestroyed メソッド

Servlet 2.4 仕様が適用され，
HTTP セッションが破棄され
る前に実行されます。

Servlet 2.3 仕様が適用さ
れ，HTTP セッションが破
棄されたあとに実行されま
す。

7

javax.servlet.http.HttpServletR
esponse クラスの sendRedirect
メソッドに不正な URL を指定

Servlet 2.4 仕様の仕様が適用
され，
java.lang.IllegalStateExcepti
on 例外が throw されます。

Servlet 2.3 の仕様が適用さ
れ，ステータス 404 がレス
ポンスに設定されます。

8

使用するリスナ定義

次に示すリスナの場合，
forward 先または include 先の
アプリケーションで定義され
たリスナが動作します。
• javax.servlet.ServletContext
AttributeListener

次に示すリスナの場合，
forward 先または include
先のアプリケーションで定
義されたリスナが動作しま
す。
• javax.servlet.ServletCont
extAttributeListener

次に示すリスナの場合，
forward または include を呼び
出したアプリケーションで定
義されたリスナが動作します。
• javax.servlet.ServletRequest
AttributeListener
• javax.servlet.http.HttpSessi
onListener
• javax.servlet.http.HttpSessi
onAttributeListener

9

該当するイベントを処理するリ
スナが web.xml で複数定義され
ていた場合に，forward もしく
は include 先のアプリケーショ
ン内でリスナが例外を発生した
ときの動作

次に示すリスナの場合，
Servlet 2.4 仕様が適用され，
例外を発生したリスナ以降の
リスナは実行されません。
• javax.servlet.ServletRequest
AttributeListener
• javax.servlet.http.HttpSessi
onListener
• javax.servlet.http.HttpSessi
onAttributeListener
次に示すリスナの場合，
Servlet 2.3 仕様が適用され，
発生した例外をキャッチし，
その後正常時と同様に登録さ
れている次のリスナへ処理が
移ります。
• javax.servlet.ServletContext
AttributeListener

次に示すリスナの場合，
forward または include を
呼び出したアプリケーショ
ンで定義されたリスナが動
作します。
• javax.servlet.http.HttpSe
ssionListener
• javax.servlet.http.HttpSe
ssionAttributeListener

次に示すリスナの場合，
Servlet 2.4 仕様が適用さ
れ，例外を発生したリスナ
以降のリスナは実行されま
せん。
• javax.servlet.ServletCont
extAttributeListener
次に示すリスナの場合，
Servlet 2.3 仕様が適用さ
れ，発生した例外をキャッ
チし，その後正常時と同様
に登録されている次のリス
ナへ処理が移ります。
• javax.servlet.http.HttpSe
ssionListener
• javax.servlet.http.HttpSe
ssionAttributeListener
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項
番

10

Servlet 2.4 仕様の追加機能／
Web アプリケーションのバー
ジョンで違いのある機能

web.xml で指定されたエラー
ページを表示したレスポンスの
ステータスコード

リクエストの forward 先／ include 先の動作
2.4 から 2.3 に forward ／

2.3 から 2.4 に forward ／

include ※ 1

include ※ 2

Servlet 2.4 仕様が適用され，
エラー発生時のステータス
コードのレスポンスが返され
ます。

Servlet 2.3 仕様が適用さ
れ，ステータス 200 のレス
ポンスが返されます。

注※ 1
Servlet 2.4 に対応したアプリケーションから Servlet 2.3 に対応したアプリケーションに
forward または include した場合を表します。
注※ 2
Servlet 2.3 に対応したアプリケーションから Servlet 2.4 に対応したアプリケーションに
forward または include した場合を表します。

4.32.4

JSP 実装時の注意事項

JSP を実装するときの注意事項を示します。

（1） include ディレクティブ利用時の注意
• JSP ファイルの include ディレクティブでファイルをインクルードする場合，インク
ルード元となる JSP ファイルでエンコーディングを指定してください。
• JSP で HTML などの静的ファイルをインクルードする場合は，include アクションを
使用しないで，include ディレクティブを使用してください。include アクションは
JSP やサーブレットなど動的なページをインクルードする場合に使用してください。

（2） タグライブラリ利用時の注意
• タグライブラリを作成する場合には，タグライブラリを記述したクラスファイルの先
頭に package 文で必ずパッケージ名を付けるようにしてください。パッケージ名が付
いていない場合，そのタグライブラリは正常に動作しません。
• タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD ファイル）で，<variable> タグ内の <scope>
タグ要素には，NESTED，AT_BEGIN，AT_END のどれかを指定してください。こ
れら以外の値を指定した場合には，デフォルトの NESTED が仮定されて実行されま
す。
• タグライブラリのタグハンドラを実装する場合には，doStartTag メソッド，
doAfterBody メソッド，および doEndTag メソッドが仕様で規定されている戻り値を
返すようにしてください。仕様で規定されている戻り値以外の値を返した場合，デ
フォルトの戻り値を仮定して動作します。デフォルトの戻り値とは，
javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport または
javax.servlet.jsp.tagext.BodyTagSupport クラスの各メソッドがオーバーライドしな
い場合に返す戻り値です。例えば，BodyTag インタフェースを実装したクラス（また
は BodyTagSupport クラスを継承したクラス）で，doStartTag メソッドが
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EVAL_PAGE を戻り値として返した場合，デフォルトの戻り値である
EVAL_BODY_BUFFERED が返されたと仮定して動作します。
• Web アプリケーションのバージョンが 2.3 の場合で，かつタグライブラリのタグハン
ドラで属性の指定を持つカスタムタグを実装した場合，JSP のカスタムタグで同じ属
性を複数指定すると，該当するタグハンドラの setter メソッドが指定された回数呼び
出されます。通常指定された値を上書きするような setter メソッドを実装している場
合には，後ろに記述された属性の値が有効になります。

（3） <%=%> タグ記述時の注意
JSP で <%= %> タグを使用する場合は，その中に「;（セミコロン）」が入らないように
してください。セミコロンが入っている場合，JSP コンパイルでエラーとなります。

（4） URL 指定とマッピング定義によるアクセスについて
直接 JSP ファイルのパスを URL 指定してアクセスする場合とマッピング定義された
URL でアクセスする場合には，それぞれ別々のインスタンスが生成されます。したがっ
て，jspInit メソッドがそれぞれのインスタンスで実行されることに注意してください。
なお，<load-on-startup> タグで起動時にロードされるように指定した場合，起動時に
ロードされるインスタンスは，マッピング定義された URL でアクセスするものと同じに
なります。

（5） <jsp:plugin> タグ利用時の注意
JSP ページで，plugin アクションまたは JSP ドキュメントでの <jsp:plugin> タグの
code 属性は必ず指定してください。省略した場合はコンパイルエラーとなります。

（6） JSP から生成される Java ソースのコンパイルについて
JSP から生成される Java ソースをコンパイルするときのコンパイルオプションは指定で
きません。

（7） JSP ドキュメント内の version 属性について
JSP ドキュメントでは，<jsp:root> タグの属性として，使用するバージョン情報を記述
できます。しかし，JSP で使用できる機能範囲は，該当する JSP を含む Web アプリ
ケーションの web.xml のバージョン情報に従います。
例えば，<jsp:root version="1.2"> と記述している JSP ドキュメントであっても，JSP
2.0 仕様で追加された JSP EL を使用できます。

（8） taglib ディレクティブの uri 属性で指定する URI と TLD ファイルの
マッピングについて
taglib ディレクティブの uri 属性で指定する URI は，JSP 仕様によって次のどちらかの
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方法でマッピングします。同じ URI を異なる TLD ファイルにマッピングすることはで
きません。URI が重複した場合は，次に示す番号順を優先順位とし，優先順位の高い
マッピングが有効になります。
1. web.xml の <taglib> 要素の <taglib-uri> 要素で指定した URI と，<taglib-location>
要素で指定した TLD ファイルをマッピング
2. TLD ファイルの <uri> 要素で指定した URI と，その TLD ファイル自身をマッピン
グ
URI の重複が検出された場合，次のメッセージが出力され，該当するマッピングは無視
されます。
表 4-51

URI 重複時に出力されるメッセージと出力条件

メッセージ ID

出力条件

KDJE39314-W

J2EE サーバモード，サーブレットエンジンモード，または cjjspc コマン
ドの場合
TLD ファイルで記述した <uri> 要素の内容が，web.xml の
<taglib-uri> 要素の内容，またはほかの TLD ファイルで記述した
<uri> 要素の内容と重複したときに出力されます。
cjjsp2java コマンドの場合
TLD ファイルで記述した <uri> 要素の内容が，コマンド引数 -taglib
に指定した uri の内容，またはほかの TLD ファイルで記述した <uri>
要素の内容と重複したときに出力されます。

KDJE39315-W

TLD ファイルで記述した <uri> 要素の内容が，ほかの TLD ファイルで記
述した <uri> 要素の内容と重複したときに出力されます。

KDJE39316-W

web.xml に指定した <taglib> 要素の内容と重複する <taglib-uri> 要素を持
つほかの <taglib> 要素が指定されている場合に出力されます。

（9） JSP で動的なページをインクルードする場合の注意
JSP で，JSP やサーブレットなどの動的なページをインクルードする場合は，
javax.servlet.RequestDispatcher の include メソッドを使用しないで，include アクショ
ンを使用してください。

（10）TLD ファイルでの DOCTYPE 宣言への内部サブセットの記述につ
いて
TLD ファイル（タグライブラリ・ディスクリプタ）で，DOCTYPE 宣言に内部サブセッ
トを記述しないでください。
タグの要素拡張またはタグライブラリの要素拡張で xsi:schemaLocation 属性に指定する
URI は絶対 URI だけ指定できます。タグの要素拡張またはタグライブラリの要素拡張以
外の目的で，J2EE 仕様で定められた DTD ／ XML スキーマ以外を参照しないでくださ
い。
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（11）JSP ドキュメントおよび XML 形式のタグファイルでの外部サブ
セット URI の指定について
DOCTYPE 宣言を指定する場合，外部サブセット URI には絶対 URI だけ指定できます。
また，XML1.0 仕様で定義された外部エンティティ参照をする場合，外部エンティティ
宣言に指定する URI には絶対 URI だけ指定できます。相対 URI を指定した外部サブ
セットおよび外部エンティティは参照できません。

（12）javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの
javax.servlet.jsp.jspException 属性の値について
JSP ファイルで例外をスローした場合，page ディレクティブの errorPage 属性でエラー
ページを指定しているとき，例外が javax.servlet.ServletRequest オブジェクトの
javax.servlet.jsp.jspException 属性に設定されると JSP 仕様に記述されていますが，
page ディレクティブの errorPage 属性でエラーページを指定しない場合も設定されま
す。

（13）JSP でサポートしている文字エンコーディングについて
Servlet 仕様が規定した JSP の文法に従って作成された JSP は，サーブレットに変換さ
れ，Java プログラムとしてコンパイルされたあと，Java VM 内にロードして実行できま
す。
Web コンテナでは，JSP の解析に使用する Cosminexus XML Processor，および
JavaVM のサポートしている文字エンコーディングの制限によって，サーブレットに変
換できる JSP ファイルの文字エンコーディングに制限があります。
ここでは，JSP ファイルで使用できる文字エンコーディングと，文字エンコーディング
の指定について，JSP ファイルの種類ごとに説明します。
なお，JSP ドキュメントの場合，Servlet2.4/JSP2.0 仕様に準拠した Web アプリケー
ションのときは，ファイルの拡張子に関係なく，web.xml の指定によって，使用できる
文字エンコーディングが異なります。Servlet2.4/JSP2.0 仕様に準拠した Web アプリ
ケーションの場合に，web.xml の指定に対応する JSP ドキュメントを次の表に示しま
す。
表 4-52

web.xml の指定に対応する JSP ドキュメント（Servlet2.4/JSP2.0 仕様に準拠し
た Web アプリケーションの場合）
web.xml の指定

ファイルの
拡張子
jspx

対応する JSP ドキュメント

page-encoding 要素で文字エンコーディ
ングの指定あり

ファイルの拡張子が jspx 以外の JSP ドキュ
メント

上記以外

ファイルの拡張子が jspx の JSP ドキュメン
ト
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web.xml の指定

ファイルの
拡張子
jspx 以外

対応する JSP ドキュメント

jsp-property-group 要素内の is-xml 要
素で true を指定し，かつ
page-encoding 要素に指定なし

ファイルの拡張子が jspx の JSP ドキュメン
ト

上記以外

ファイルの拡張子が jspx 以外の JSP ドキュ
メント

● 使用できる文字エンコーディング
JSP ファイルの種類ごとに，使用できる文字エンコーディングについて説明します。
● JSP ページの場合
JSP ファイルの文字エンディングには，JavaVM がサポートしている文字エンコー
ディングが使用できます。JavaVM がサポートしている文字エンコーディングについ
ては，JDK のドキュメントのサポートされているエンコーディングに関する説明を参
照してください。ただし，英数字を複数バイトで表現する文字エンコーディング
（UTF-16 など）を使用する場合は，次の条件を満たしている必要があります。
• Servlet2.4/JSP2.0 仕様に準拠した Web アプリケーションである。
• JSP ファイルの先頭にバイトオーダーマークを付加している。
● JSP ドキュメント（ファイルの拡張子が jspx）の場合
JSP ファイルの文字エンディングには，Cosminexus XML Processor がサポートして
いる文字エンコーディングが使用できます。Cosminexus XML Processor がサポート
している文字エンコーディングについては，マニュアル「Cosminexus XML
Processor

ユーザーズガイド」を参照してください。

● JSP ドキュメント（ファイルの拡張子が jspx 以外）の場合
JSP ファイルの文字エンディングには，Cosminexus XML Processor がサポートして
いる文字エンコーディングのうち ISO-10646-UCS-4 以外が使用できます。
Cosminexus XML Processor がサポートしている文字エンコーディングについては，
マニュアル「Cosminexus XML Processor

ユーザーズガイド」を参照してください。

ただし，英数字を複数バイトで表現する文字エンコーディング（UTF-16 など）を使
用する場合は，次の条件を満たしている必要があります。
• Servlet2.4/JSP2.0 仕様に準拠した Web アプリケーションである。
• JSP ファイルの先頭にはバイトオーダーマークを付加している。
• ISO-10646-UCS-2 を使用している場合は，ビッグエンディアンの
ISO-10646-UCS-2 を使用している。
● 文字エンコーディングの指定
JSP ファイルの種類ごとに，文字エンコーディングの指定方法と，指定値について説明
します。
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● 文字エンコーディングの指定方法
JSP ファイルの種類ごとの，文字エンコーディングの指定方法を次の表に示します。
なお，指定方法が複数ある場合は，どれか一つの方法で使用してください。
表 4-53

JSP ファイルの種類ごとの，文字エンコーディングの指定方法
JSP ファイルの種類

指定方法
JSP
ページ

JSP ドキュメント
ファイルの
拡張子が
jspx の場合

ファイルの
拡張子が
jspx 以外の
場合

web.xml の jsp-property-group 要素内の page-encoding 要素
（Servlet2.4/JSP2.0 仕様の Web アプリケーションの場合）

○

−

○

tag ディレクティブの pageEncoding 属性
（Servlet2.4/JSP2.0 仕様の Web アプリケーションの場合）

○

−

−

page ディレクティブの pageEncoding 属性
（Servlet2.3/JSP1.2 仕様および Servlet2.4/JSP2.0 仕様の
Web アプリケーションの場合）

○

−

−

page ディレクティブの contentType 属性

○

−

−

XML 宣言の encoding 属性

−

○

○

（凡例）○：指定できる

−：該当しない

● 文字エンコーディングの指定値
JSP ファイルの種類ごとに，文字エンコーディングに指定できる文字列を次に示しま
す。なお，指定値に指定する文字エンコーディングと，JSP ファイルで使用する文字
エンコーディングは，必ず一致するようにしてください。
• JSP ページ，および JSP ドキュメント（ファイルの拡張子が jspx 以外）の場合
文字エンコーディングに指定できる文字列は，java.nio API 用の正準名と java.lang
API 用の正準名に記載されている文字エンコーディング，およびそれらの別名です。
詳細については，JDK のドキュメントのサポートされているエンコーディングに関
する説明を参照してください。
• JSP ドキュメント（ファイルの拡張子が jspx 以外）の場合
文字エンコーディングに指定できる文字列は，Cosminexus XML Processor がサ
ポートしている文字エンコーディングです。詳細については，マニュアル
「Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド」を参照してください。
● デフォルトの文字エンコーディング
文字エンコーディングを明示的に指定しない場合，デフォルトの文字エンコーディング
で JSP を処理します。この場合も，明示的に文字エンコーディングを指定しない JSP
ファイルの文字エンコーディングと，デフォルトの文字エンコーディングは，必ず一致
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するようにしてください。デフォルトの文字エンコーディングを Servlet のバージョンご
とに次の表に示します。
表 4-54
Servlet/JSP の
バージョン

デフォルトの文字エンコーディング
種類

デフォルトの文字エン
コーディング設定の有無

デフォルトの文字エンコーディング

※

Servlet2.2/
JSP1.1

JSP ページ

JSP ドキュメン
ト

Servlet2.3/
JSP1.2

JSP ページ

JSP ドキュメン
ト

Servlet2.4/
JSP2.0

JSP ページ

JSP ドキュメン
ト

注※

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

ISO-8859-1

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

UTF-8

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

ISO-8859-1

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

UTF-8

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

ISO-8859-1

設定有り

デフォルトの文字エンコーディング
設定の指定値

設定無し

ISO-8859-1

デフォルトの文字エンコーディングの設定については，「4.6

デフォルトの文字エンコー

ディング設定」を参照してください。

4.32.5

JSP 2.0 仕様で追加，変更された仕様についての注意
事項

JSP 2.0 仕様で追加，変更された仕様を，Cosminexus 上で利用するときの注意事項を示
します。JSP 2.0 仕様および JSP 1.2 仕様については，それぞれの仕様書（JSP 2.0 仕様
書，JSP 1.2 仕様書）を参照してください。

（1） JSP ドキュメントのデフォルト拡張子
JSP 2.0 仕様では，JSP ドキュメントの標準的な拡張子を「jspx」としています。
Cosminexus で利用する Web コンテナでは，「jspx」を拡張子としたファイルは，デフォ
ルトマッピングによって web.xml に URL マッピング定義しなくても JSP ドキュメント
として扱われます。
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（2） タグファイルの Java ソースファイルとクラスファイルの出力先
タグファイルは，JSP ファイルと同様に，JSP のコンパイルによって Java ソースファ
イルとクラスファイルが生成されます。Java ソースファイルおよびクラスファイルは，
JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリに出力されます。
JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリは変更できます。なお，生成される Java ソー
スファイル，およびクラスファイルのパスが OS の上限を超える場合は，出力先ディレ
クトリを変更する必要があります。
JSP コンパイル結果の出力先ディレクトリについては，JSP 事前コンパイル機能を使用
している場合，「4.7.5(2) JSP コンパイル結果の出力先」
，JSP 事前コンパイル機能を使
用してない場合，
「4.7.6(3) JSP コンパイル結果の出力先」を参照してください。

（3） JSP EL 式の評価 API の複数指定
JSP 2.0 仕様では，EL 式の構文解析と評価をする API として次の API が提供されます。
• javax.servlet.jsp.el.ExpressionEvaluator クラスの evaluate メソッド
• javax.servlet.jsp.el.Expression クラスの evaluate メソッド
JSP 2.0 仕様では，これらの API から複数の EL 式を指定することはできませんが，
Cosminexus では，複数の EL 式を指定できます。

（4） XML シンタックスで記述された JSP ファイルとタグファイル
● 文字エンコードについて
Web アプリケーションのバージョン 2.4 で，JSP ドキュメントの文字エンコードを指
定する場合は，XML 宣言で文字エンコードを指定してください。
JSP 1.2 仕様の場合は，ファイルの文字エンコードは，page ディレクティブの
pageEncoding 属性，または contentType 属性の charset 値で指定していましたが，
JSP2.0 仕様からは XML 宣言で文字エンコードを指定するように変更されています。
● 標準アクションの接頭辞ついて
JSP の標準アクションは，XML 名前空間の「http://java.sun.com/JSP/Page」で識別
されます。したがって，XML 名前空間の接頭辞で標準アクションを指定する必要があ
ります。接頭辞を jsp とした場合の記述例を示します。
<?xml version="1.0" ?>
<jsp:root
xmlns:jsp=http://java.sun.com/JSP/Page
version="2.0">
<jsp:directive.page import="java.util.*"/>
<jsp:useBean id="name" class="test.Bean"/>
</jsp:root>

● <jsp:root> 要素の扱いについて
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JSP 2.0 仕様から <jsp:root> 要素をルート要素に指定していなくても，XML シンタッ
クスの JSP ファイル，またはタグファイルとして扱われます。
JSP 1.2 仕様では，JSP ドキュメントの条件として <jsp:root> がルート要素に指定さ
れている必要がありましたが，JSP2.0 仕様からは，<jsp:root> が指定されていなくて
も，web.xml に定義した <jsp-config><jsp-property-group><is-xml> の値が true，ま
たは拡張子が jspx，tagx であれば，XML シンタックス形式の JSP と扱うように変更
されています。

（5） page ディレクティブの isThreadSafe 属性の非推奨化について
page ディレクティブの isThreadSafe 属性は，javax.servlet.SingleThreadModel インタ
フェースが非推奨となったことによって，JSP 2.0 仕様では非推奨とされています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，page ディレクティ
ブの isThreadSafe 属性を使用できます。ただし，Servlet 2.4 仕様で，
javax.servlet.SingleThreadModel インタフェースが非推奨となった理由に注意して使用
してください。

（6） JSP ドキュメントの HTTP レスポンスの ContentType のデフォルト
値について
JSP 2.0 仕様では，JSP ドキュメントを使用した場合に，デフォルトの ContentType の
値が「text/xml」になると追記されています。
Cosminexus では，JSP 2.0 の場合は「text/xml」
，JSP 1.2 の場合は「text/html」をデ
フォルトとして動作します。

（7） タグライブラリ・ディスクリプタ（TLD ファイル）の配置について
JSP 2.0 仕様では，タグライブラリ・ディスクリプタの配置場所についての規定が追加さ
れています。
Cosminexus では，配置するディレクトリによって，Web アプリケーションの開始時お
よび JSP のコンパイル時に KDJE39289-W のメッセージが出力されることがあります。
ただし，エラーとはならないで Web アプリケーションが実行されます。
メッセージが出力される条件を次に示します。
配置するディレクトリ
• /WEB-INF ディレクトリ以下以外
• /WEB-INF/classes ディレクトリ以下
• /WEB-INF/lib ディレクトリ以下
メッセージが出力されるタイミング
• 該当するタグライブラリ・ディスクリプタを，web.xml の
<taglib><taglib-location> タグに指定して，Web アプリケーション開始するとき
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• 該当するタグライブラリ・ディスクリプタを，タグライブラリの宣言で直接指定
して使用する JSP をコンパイルするとき

（8） javax.servlet.jsp.tagext.PageData クラスの getInputStream メソッド
で取得できる XML ビュー情報について
javax.servlet.jsp.tagext.PageData オブジェクトの getInputStream メソッドで取得でき
る XML ビュー情報の仕様が，JSP 2.0 仕様で変更されています。getInputStream メ
ソッドは，javax.servlet.jsp.tagext.TagLibraryValidator クラスの validate メソッドの
第三引数に指定して使用されます。
Cosminexus での変更点を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示します。
（a） jsp:id 属性
JSP 2.0
jsp:id 属性を付加します。
JSP 1.2
jsp:id 属性を付加しません。
（b） XML ビューの文字エンコード
JSP 2.0
XML ビューの文字エンコードを常に UTF-8 とし，文字コードを UTF-8 として
XML 宣言を出力します。
JSP 1.2
XML ビューの文字エンコードを常に UTF-8 とし，文字コードを UTF-8 として
XML 宣言を出力しません。
（c） page ディレクティブの pageEncoding 属性
JSP 2.0
pageEncoding 属性の値を UTF-8 に設定します。pageEncoding 属性がない場合は，
pageEncoding 属性を追加します。
JSP 1.2
pageEncoding 属性の値は変更しません。
（d） page ディレクティブの contentType 属性
JSP 2.0
contentType 属性の値に ServletResponse クラスの setContentType メソッドで設
定された値を設定します。contentType 属性がない場合は，contentType 属性を追
加します。
JSP 1.2
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contentType 属性の値は変更しません。

（9） include ディレクティブでインクルードされるファイルのデフォル
トの文字コードについて
JSP 2.0 仕様では，page ディレクティブの pageEncoding 属性は，pageEncoding 属性
を記述したファイルにだけ適用されることが追記されています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，include ディレク
ティブでファイルをインクルードするときに，インクルード先のファイルに文字コード
の指定がないと，インクルード元の文字コードがインクルード先のファイルに適用され
ます。

（10）JSP ドキュメント内の矛盾する文字コードについて
JSP ドキュメントでの XML 宣言に指定する文字コードと，JSP ドキュメントでの page
ディレクティブの pageEncoding 属性に指定する文字コードが異なる場合の仕様が JSP
2.0 仕様では追記されています。JSP 1.2 仕様には記述がありません。
Cosminexus で文字コードが異なる場合の制御を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示しま
す。
JSP 2.0
JSP コンパイルエラーとなります。
JSP 1.2
page ディレクティブの pageEncoding 属性が使用されます。

（11）JSP ドキュメントでの HTTP レスポンスの文字コードのデフォルト
値について
JSP ドキュメントで page ディレクティブの contentType 属性がない場合や，属性に
CHARSET 値がない場合に使用される HTTP レスポンスのデフォルトの文字コードが
JSP 2.0 仕様では追記されています。
Cosminexus でのデフォルト値を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示します。
JSP 2.0
UTF-8 が使用されます。
JSP 1.2
ISO-8859-1 が使用されます。

（12）page ディレクティブの pageEncoding 属性の複数回指定について
page ディレクティブの pageEncoding 属性の複数回指定について，JSP 2.0 仕様では仕
様が変更されています。
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JSP 2.0 仕様では，トランスレーション単位（JSP と include ディレクティブでインク
ルードされるファイル）で pageEncoding 属性の複数回指定ができるようになっていま
す。また，同じ JSP ファイル内で pageEncoding 属性の複数回指定をするとコンパイル
エラーとなることが追記されています。
Cosminexus では，Web アプリケーションのバージョンに関係なく，トランスレーショ
ン単位で pageEncoding 属性の複数回指定ができます。このとき，ファイル単位に指定
した値が該当するファイルに適用されます。また，同じ JSP ファイル内での
pageEncoding 属性の複数回指定については，JSP 2.0 と JSP 1.2 で仕様が異なります。
Cosminexus での仕様を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示します。
JSP 2.0
一つのファイルに 1 回だけ指定できます。複数回指定した場合は，JSP コンパイル
エラーとなります。
JSP 1.2
一つのファイルに複数回指定できます。最初に記述した値が適用されます。

（13）JSP ドキュメントのタグライブラリの宣言で taglib マップに登録さ
れていない uri を記述した場合について
JSP ドキュメントで namespace を使ってタグライブラリを宣言し，指定した uri が
taglib マップ（uri とタグライブラリ・ディスクリプタのマッピング）で見つからない場
合の動作について，JSP 2.0 仕様では追記されています。
Cosminexus での動作を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示します。
JSP 2.0
指定した uri が taglib マップに登録されていない場合，uri の namespace で定義さ
れたアクションは，解析しないで扱われます（テキストとして出力されます）。
JSP 1.2
• uri が絶対 URI の場合
トランスレーションエラーとなります。
• uri が絶対 URI 以外の場合
Web アプリケーション内のパスとして TLD ファイル（タグライブラリ・ディスク
リプタ）を検索して使用されます。TLD ファイルがない場合は，トランスレー
ションエラーとなります。

（14）JSP ドキュメントの文字コードについて
JSP ドキュメントでのファイルの文字コードの決定方法について，JSP 2.0 仕様で仕様が
変更されています。
Cosminexus での文字コードの決定方法を，JSP 2.0 と JSP 1.2 に分けて示します。
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JSP 2.0
XML 1.0 の仕様に従い，XML 宣言に従います。XML 宣言がない場合はデフォルト
値の UTF-8 となります。
JSP 1.2
page ディレクティブの pageEncoding 属性に従います。pageEncoding 属性がない
場合は contentType 属性の charset= で指定した文字コードに従います。どちらもな
い場合はデフォルト値の ISO-8859-1 になります。

（15）EL（Expression Language）のエスケープシーケンスについて
JSP2.0 仕様である EL の開始を示す "${" に含まれる "$" を文字列として表すエスケープ
シーケンスについて，JSP 仕様と，Cosminexus で利用する Web コンテナの仕様を次に
示します。
Cosminexus で利用する Web コンテナでは，"¥$" はエスケープシーケンスによって，
"$" と出力されます。"¥$" と出力したい場合は，"¥¥$" と記述します。
"¥$" と記述した場合の動作を，JSP2.0 と JSP1.2 に分けて示します。
JSP2.0
JSP2.0 仕様では，EL の設定を無効に設定している場合，"$" は EL の開始文字とす
る必要がなく，"¥" は制御コードとしては扱われません。JSP2.0 で動作する場合は，
EL の設定を有効にしているかどうかによって，"¥$" の出力結果が異なります。
JSP2.0 で動作する場合の "¥$" の出力結果を次の表に示します。
表 4-55

JSP2.0 で動作する場合の "¥$" の出力結果

EL の設定の有効 / 無効
有効

無効

仕様

出力結果

JSP2.0 仕様

"$"

Cosminexus で利用する Web コンテナ

"$"

JSP2.0 仕様

"¥$"

Cosminexus で利用する Web コンテナ

"$"

EL の設定を無効にする場合は，次に示すどれかの方法で設定します。
• page ディレクティブの isELIgnored 属性に true を指定する。
• tag ディレクティブの isELIgnored 属性に true を指定する。
• web.xml の <el-ignored> タグに true を指定する。
JSP1.2
JSP1.2 仕様では "$" は予約語ではありません。"¥" は制御コードとしては扱われな
いため，"¥$" と出力されます。
JSP1.2 で動作する場合の "¥$" の出力結果を次の表に示します。

316

4. Web コンテナ

表 4-56

JSP1.2 で動作する場合の "¥$" の出力結果
仕様

出力結果

JSP1.2 仕様

"¥$"

Cosminexus で利用する Web コンテナ

"$"

4.32.6

既存の Web アプリケーションを Servlet 2.4 仕様に
バージョンアップする場合の留意点

Servlet 2.2 仕様または Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションを Servlet 2.4
仕様にバージョンアップする場合に必要な作業，および注意事項を示します。なお，
Servlet 2.4 仕様の詳細については，Servlet 2.4 仕様書を参照してください。

（1） web.xml の移行
Servlet 2.2 仕様または Servlet 2.3 仕様に従って作成した web.xml は，Servlet 2.4 仕様
に従った定義に修正します。Servlet 2.4 仕様で変更された点については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」の Servlet 2.4 仕様で追加，変更された仕
様についての注意事項（web.xml）を参照してください。

（2） Servlet 2.4 仕様に対応したコードへの修正
Servlet 2.4 仕様では，Servlet 2.2 仕様および Servlet 2.3 仕様から仕様が追加，変更さ
れています。追加，変更された点を確認し，Servlet 2.4 仕様に対応したコードに修正し
てください。Servlet 2.4 仕様で追加，変更された点については，
「4.32.3 Servlet 2.4 仕
様で追加，変更された仕様についての注意事項」を参照してください。
また，JSP 2.0 仕様でも JSP 1.2 仕様から仕様が追加，変更されています。追加，変更さ
れた点を確認し，JSP 2.0 仕様に対応したコードに修正してください。JSP 2.0 仕様で追
加，変更された点については，
「4.32.5 JSP 2.0 仕様で追加，変更された仕様について
の注意事項」を参照してください。

（3） サーブレットエンジンモードから J2EE サーバモードへの移行
Servlet 2.4 仕様に対応した Web アプリケーションは，サーブレットエンジンモードでは
実行できません。したがって，サーブレットエンジンモードを使用していた場合は，
J2EE サーバモードに移行する必要があります。
サーブレットエンジンモードから J2EE サーバモードへの移行方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（4） JSP のシンタックスチェックについて
Servlet 2.4 仕様に対応した Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルは，JSP 2.0
仕様に準拠します。JSP 2.0 仕様では，JSP 1.2 仕様よりも厳密にシンタックスチェック
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されます。したがって，Servlet 2.3 仕様の Web アプリケーションでは通知されなかった
エラーが通知されることがあります。
Servlet 2.2 仕様または Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションを Servlet 2.4
仕様にバージョンアップする場合は，cjjspc コマンドで JSP をコンパイルして，エラー
が発生しないことを確認してください。コンパイルエラーが通知された場合は，エラー
通知内容に従って修正してください。
cjjspc コマンドについては，
「4.7.2 JSP 事前コンパイルの方法」を参照してください。

4.32.7

サーブレットでのアノテーションの使用

Cosminexus では，サーブレットでアノテーションを使用できます。Cosminexus が対応
しているアノテーションについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API

編」を参照してください。

4.32.8

カスタムタグのスクリプト変数の定義に関する注意
事項

ここでは，JSP のカスタムタグで，スクリプト変数を定義する場合の注意事項について
説明します。
● スコープ指定時の注意
複数のカスタムタグで，スクリプト変数名とスクリプト変数のスコープが重複した場合，
Cosminexus のバージョンによって，JSP のコンパイル結果が異なります。スクリプト
変数のスコープは，次のどちらかで指定します。
• javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo クラスのサブクラス
• TLD ファイルの variable 要素内の scope 要素
JSP のカスタムタグで同じ名称のスクリプト変数を指定した場合に，Cosminexus の
バージョンごとの動作の違いを次に示します。
● 07-00 より前のバーションの場合
2 回目以降のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでも，スクリ
プト変数の変数宣言を行います。
● 07-00 以降のバージョンの場合
2 回目以降のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでは，スクリ
プト変数の変数宣言を行いません。
スコープが「AT_BEGIN」で，属性 id に指定された変数名（var）のスクリプト変数を
定義するカスタムタグ <my:foo> を例に説明します。
定義例
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<my:foo id="var" type="String">
<%=var%>
</my:foo>
<my:foo id="var" type="String">
<%=var%>
</my:foo>

• 07-00 より前のバーションの場合
2 回目のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでも，スクリ
プト変数 var で変数宣言をします。この場合，各カスタムタグでのスコープ
「AT_BEGIN」の範囲は次のようになります。

このため，JSP から生成された Java ソースのコンパイル時にコンパイルエラーと
なります。
• 07-00 以降のバージョンの場合
2 回目のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでは，スクリ
プト変数 var で変数宣言をしません。この場合，各カスタムタグでのスコープ
「AT_BEGIN」の範囲は次のようになります。

このため，同一スコープ内で同一の名称のスクリプト変数を定義しても，JSP か
ら生成された Java ソースのコンパイルは正常に実行されます。
● スクリプトレット記述時の注意
JSP から Java ソースを生成する際，スクリプトレットで記述された Java コードは解析
しません。このため，カスタムタグの前後，またはボディのスクリプトレットで，スク
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リプト変数のスコープが変更される処理を定義していると，Cosminexus のバージョン
によっては，JSP コンパイルの結果がエラーとなることがあります。
● スコープが「AT_BEGIN」の場合にコンパイルエラーとなる例
この例では，カスタムタグ <my:foo> で，スコープに「AT_BEGIN」
，属性 id に指定
された変数名（var）のスクリプト変数を定義しています。
<% if(flag) { %>
<my:foo id="var" type="String">
<%=var%>
</my:foo>
<% } else { %>
<my:foo id="var" type="String">
<%=var%>
</my:foo>
<% } %>

この定義例での，Cosminexus のバージョンごとの動作を次に示します。
• 07-00 より前のバーションの場合
2 回目のカスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでも，スクリプ
ト変数 var で変数宣言をします。このため，2 回目のスクリプト変数 var の参照で
もエラーとなりません。JSP コンパイルは正常に実行されます。
• 07-00 以降のバージョンの場合
2 回目のカスタムタグでは，スクリプト変数 var が宣言済みと解析します。この場
合，カスタムタグに対応する JSP から生成された Java コードでは，変数 var で変
数宣言をしません。このため，2 回目のスクリプト変数 var の参照でエラーとなり
ます。

4.32.9

<jsp:useBean> タグの class 属性に関する注意事項

<jsp:useBean> タグでは，class 属性はオブジェクトの実装クラス名であることが JSP
の仕様で定義されています。07-00 以降では，この仕様に準拠して，JSP トランスレー
ション時に，class 属性に指定されたクラスについて次のチェックを実施しています。
• クラスの修飾子が public である。
• クラスの修飾子が interface ではない。
• クラスの修飾子が abstract ではない。
• メソッドの修飾子が public で引数がないコンストラクタが存在する。
このため，class 属性にこれらのチェック項目に該当しないクラスを指定したとき，
07-00 より前と 07-00 以降では JSP コンパイルの結果が異なります。
次のように include 元で実装クラスを指定して，include 先でインタフェースを指定した
JSP を例にして説明します。
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● test1.jsp（インクルード元）
<jsp:useBean id="bean" scope="request" class="test.TestBean"/>
<jsp:include page="test1_included.jsp"/>

● test1_included.jsp（インクルード先）
<jsp:useBean id="bean" scope="request" class="test.TestBeanIF"/>

注

class 属性に指定した test.TestBean は JSP 仕様に準拠した実装クラス，

test.TestBeanIF は test.TestBean のインタフェースになります。
この定義例での，Cosminexus のバージョンごとの動作を次に示します。
• 07-00 より前のバーションの場合
JSP トランスレーション時にチェックを実施しないため，JSP ファイルから生成され
たサーブレットが実行されます。
JSP ファイルから生成されたサーブレットでは，id 属性に指定された "bean" で既存
のスクリプト変数を検索します。上記ではインクルード元（test1.jsp）ですでに同一
スクリプト変数が定義済みのため，class 属性で指定されたクラス（test.TestBeanIF
インタフェース）からのインスタンス化はしないで，既存のオブジェクト
（test.TestBean クラスのインスタンス）を使用します。そのため，正常に実行されま
す。
• 07-00 以降のバージョンの場合
test1_included.jsp は，JSP トランスレーション時に class 属性に指定されたクラスの
チェックを実施するため，JSP トランスレーションでエラーとなります。

4.32.10

TLD ファイルのバージョンに関する注意事項

07-00 以降のバージョンでは，JSP トランスレーション時に TLD ファイルのバージョン
（TLD ファイルが対応する JSP のバージョン）をチェックします。そのため，TLD ファ
イルのバージョンが，Web アプリケーションのバージョンに対応している JSP および
TLD ファイルのバージョンより上位の JSP の場合，JSP トランスレーションでエラーに
なります。また，JSP1.2，および JSP2.0 仕様では，TLD ファイルにスキーマ言語を定
義する必要があります。
TLD ファイルのバージョンは，TLD ファイルに記述されたスキーマ言語から判定しま
す。ただし，スキーマ言語が定義されていない場合は，Web アプリケーションのバー
ジョンから判定します。
TLD ファイルにスキーマ言語を定義していない場合の TLD ファイルのバージョンを次
の表に示します。
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表 4-57

スキーマ言語未定義時の TLD ファイルのバージョン

Web アプリケーションのバージョン

TLD ファイルのバージョン

2.2

1.1

2.3

1.2

2.4

2.0

4.32.11 タグの属性値の Expression チェックに関する注意
事項
JSP 仕様では，Expression を指定できるタグの属性が制限されています。07-00 以降の
バージョンでは，JSP トランスレーション下位互換機能を使用しないで Expression が指
定できる属性以外で Expression を指定した場合，JSP トランスレーション時にエラーに
なります。しかし，07-00 より前のバージョンでは，JSP トランスレーション時に
Expression が指定できるかどうかをチェックしないため，Expression を表す「<%=」や
「%>」は文字列として認識されてエラーになりません。そのため，Expression が指定で
きる属性以外で Expression を指定した場合，07-00 より前のバージョンと 07-00 以降の
バージョンでは JSP コンパイルの結果が異なります。
Expression が指定できる属性以外で Expression を指定している JSP を使用する場合
は，必ず JSP トランスレーション下位互換機能を設定してください。

4.32.12 タグの属性値に指定する Expression に関する注意
事項
タグの属性値に Expression を指定する場合，「"<%= scriptlet_expr %>"」または，
「'<%= scriptlet_expr %>'」と指定します。
タグの属性値が，「"<%=」（または「'<%=」）で開始していて「%>"」
（または「%>'」）で
終了していない場合，07-00 より前のバージョンでは，
「"」（または「'」）で囲まれた値
を文字列として扱います。例えば，「%>」と「"」の間に，任意の文字列がある場合は，
「"」で囲まれた値を文字列として扱います。しかし，07-00 以降のバージョンでは，
「%>"」
（または「%>'」）を属性値の末尾として扱うため，JSP トランスレーション時に
エラーになります。
タグの属性値が，「"<%=」（または「'<%=」）で開始していて「%>"」
（または「%>'」）で
終了していない場合は，必ず JSP トランスレーション下位互換機能を設定してくださ
い。
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4.32.13 taglib ディレクティブの prefix 属性に関する注意事
項
JSP 仕様では，taglib ディレクティブの前に taglib ディレクティブで指定した prefix を
使用したカスタムタグを指定できません。07-00 以降のバージョンでは，JSP 仕様に
従って，taglib ディレクティブの前に taglib ディレクティブで指定した prefix を使用し
たカスタムタグを記述しているかをチェックします。taglib ディレクティブの前に taglib
ディレクティブで指定した prefix を使用したカスタムタグを記述している場合，トラン
スレーション時にエラーになります。しかし，07-00 より前のバージョンでは，この
チェックをしないため，記述されたカスタムタグは，文字列として扱われます。
そのため，taglib ディレクティブの前に taglib ディレクティブで指定した prefix を使用
してカスタムタグを記述している場合は，07-00 より前と 07-00 以降のバージョンでは
JSP コンパイルの結果が異なります。
taglib ディレクティブの前に taglib ディレクティブで指定した prefix を使用したカスタ
ムタグを記述している場合は，必ず JSP トランスレーション下位互換機能を設定してく
ださい。
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この章では，Enterprise Bean の実行基盤である，EJB コンテ
ナで利用できる機能について説明します。EJB コンテナの機
能は，Enterprise Bean を使用した J2EE アプリケーションを
実行する場合に使用します。
なお，EJB コンテナの機能のうち，JNDI 名前空間機能，
Enterprise Bean でのトランザクション設定やアクセス制御で
は，J2EE サービスの機能も利用します。「9. リソース接続と
トランザクション管理」もあわせて参照してください。

5.1 EJB コンテナで使用できる機能
5.2 Enterprise Bean の実行
5.3 EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファレンス登録
5.4 外部リソースとの接続
5.5 Enterprise Bean でのトランザクション設定
5.6 Entity Bean のコミットオプション指定
5.7 Enterprise Bean のプールの管理
5.8 Enterprise Bean へのアクセス制御
5.9 EJB コンテナでのタイムアウトの設定
5.10 Timer Service の機能
5.11 EJB のリモートインタフェースの呼び出し
5.12 セキュリティ管理
5.13 Enterprise Bean の実装
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5.1 EJB コンテナで使用できる機能
EJB コンテナでは，Enterprise Bean を実行するコンテナとしての機能を提供していま
す。
EJB コンテナで使用できる機能を次の表に示します。なお，EJB クライアントで使用で
きる機能については，「6.1

EJB クライアントで使用できる機能」を参照してください。

表 5-1 EJB コンテナで使用できる機能
機能

参照先

Enterprie Bean の実行

5.2

EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファレンス登録※ 1

5.3

外部リソースとの接続

5.4

Enterprise Bean でのトランザクション設定※ 2

5.5

Entity Bean のコミットオプション指定

5.6

Stateless Session Bean のプーリング

5.7.1

Entity Bean のプーリング

5.7.2

Enterprise Bean へのアクセス制御

5.8

Stateful Session Bean のタイムアウト

5.9.2

Entity Bean の EJB オブジェクトのタイムアウト

5.9.3

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

5.9.4

Timer Service の機能

5.10

EJB のリモートインタフェースの呼び出し

5.11

セキュリティ管理

5.12

注※ 1
J2EE サービスのネーミング管理機能の利用によって実現します。管理機能の概要については，
「8.

ネーミング管理」を参照してください。

注※ 2
J2EE サービスのトランザクション管理機能の利用によって実現します。J2EE サービスのトラ
ンザクション管理の概要については，
「9.

リソース接続とトランザクション管理」を参照して

ください。

なお，Cosminexus で提供する EJB コンテナの機能には，J2EE で規定された機能に
Cosminexus 独自の機能を拡張したものと，Cosminexus 独自の機能として提供している
ものがあります。Cosminexus 独自の機能かどうかについては，「2.

アプリケーション

サーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）
」を参照してください。
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5.2 Enterprise Bean の実行
EJB コンテナは，Enterprise Bean の実行を制御し，Enterprise Bean に各種のサービ
スを提供する実行環境です。
この節では，EJB コンテナで実行できる Enterprise Bean について説明します。

5.2.1

Enterprise Bean の種類

Enterprise Bean は大きく分けて 3 種類あります。
Enterprise Bean の分類を次の表に示します。Cosminexus で提供している EJB コンテ
ナでは，これらの Enterprise Bean をサポートしています。
表 5-2 EJB コンテナでサポートしている Enterprise Bean の分類
大分類
Session Bean

小分類
Stateless Session Bean
Stateful Session Bean

Entity Bean

BMP（Bean Managed Persistence）
CMP（Container Managed Persistence）

Message-driven Bean

なし

Session Bean，Entity Bean，および Message-driven Bean について説明します。

（1） Session Bean
Session Bean は，クライアントからのセッション単位に生成され，クライアントが終了
すると消滅する Enterprise Bean です。Session Bean のライフサイクルは，ユーザがシ
ステムの利用を開始してから終了するまでの範囲を超えることはありません。Session
Bean は状態管理をするかどうかによって，Stateless Session Bean と Stateful Session
Bean に分類されます。
（a） Stateless Session Bean
セッションの状態を管理しないモデルです。クライアントからの 1 セッションは Bean
のビジネスメソッドの 1 回の呼び出しで完結させる必要があります。
（b） Stateful Session Bean
セッションの状態を管理するモデルです。EJB コンテナが状態管理をします。クライア
ントからの 1 セッションが EJB の複数のビジネスメソッドを呼び出す場合でも，ビジネ
スメソッドの呼び出し間で状態が保存されます。
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（2） Entity Bean
Entity Bean は，エンティティを表現し，データベースに保存（永続化）されることを
前提としています。そのため，クライアントが終了しても Entity Bean の状態はデータ
ベースに存在し続けます。Session Bean と比較してライフサイクルが長い Enterprise
Bean です。EJB 仕様では，次の二つの管理モデルを規定しています。
（a） BMP（Bean Managed Persistence）
Enterprise Bean のビジネスメソッド内でデータの永続化の管理をするモデルです。デー
タベースへの接続，SQL の組み立てや実行などの処理は，Enterprise Bean の開発者が
実装しなければなりません。
（b） CMP（Container Managed Persistence）
EJB コンテナがデータの永続化の管理をするモデルです。データベースへの接続とデー
タの保存は EJB コンテナによって実行されるので，Enterprise Bean のビジネスメソッ
ドで実行する必要はありません。Enterprise Bean 内のデータと格納先データベースの
テーブルおよびカラムの対応を EJB コンテナが提供する方法で定義します。一方，接続
先データベースのホスト名やポート番号などの接続情報をリソースアダプタまたはデー
タソースに定義します。EJB コンテナは，これらの定義情報を参照して SQL 文を組み立
て，接続先データベースのテーブルにデータの参照および格納をします。
なお，EJB 2.0 で追加された CMP 2.0 では EJB QL が導入されたため，使用するデータ
ベースに依存することなく，データベースの検索処理を SQL のような構文で DD に記述
できるようになりました。また，Entity Bean 同士に関連を持たせる CMR
（Container-managed relationship）が導入されたため，Entity Bean 間の関連を DD で
設定し，EJB コンテナで管理できるようになりました。
Cosminexus で提供する EJB コンテナの CMP 機能での Entity Bean の Java データ型
とデータベースの SQL データ型の対応については，「5.2.9

CMP フィールドとデータ

型のマッピング」を参照してください。

（3） Message-driven Bean
Message-driven Bean は，JMS と連携するメッセージ駆動タイプの Bean です。EJB コ
ンテナは JMS の Destination からの JMS メッセージ受信を契機に Bean を起動します。
Session Bean または Entity Bean と異なり，ホームインタフェース，コンポーネントイ
ンタフェースを持たないため，クライアントから直接呼び出されません。
Message-driven Bean は，EJB 2.0 の場合と EJB 2.1 の場合で実装するインタフェース
が異なります。
• EJB 2.0 の場合は，次のインタフェースを実装します。
• javax.ejb.MessageDrivenBean インタフェース
• javax.jms.MessageListener インタフェース
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• EJB 2.1 の場合は，次のインタフェースを実装します。
• javax.ejb.MessageDrivenBean インタフェース
• EIS が提供する任意のメッセージリスナのインタフェース
EJB 2.0 と EJB 2.1 では，それぞれ対応する Connector のバージョンが異なります。
EJB と Connector のバージョンの対応を次の表に示します。
表 5-3 EJB と Connector のバージョンの対応
EJB のバージョン

Connector のバージョン
Connector 1.0

Connector 1.5

EJB 2.0

○

×

EJB 2.1

○

◎

（凡例）
○：uCosminexus Reliable Messaging または TP1/Message Queue - Access から送信された
メッセージを受信できます。
◎：任意の形式のリスナインタフェースを使用して送信されたメッセージを受信できます。
×：該当するリソースアダプタから送信されたメッセージを受信できません。

また，EJB 2.0 と EJB 2.1 では，次の表に示す機能差があります。
表 5-4 EJB 2.0 と EJB 2.1 の機能差
機能

EJB 2.0

EJB 2.1
Connector 1.0 の機能を
使用する場合

Connector 1.5 の機能
を使用する場合

接続できるリソースア
ダプタ

Connector1.0 仕様に準
拠したリソースアダプ
タ。

Connector1.0 仕様に準
拠したリソースアダプ
タ。

Connector 1.5 仕様に
準拠し，Inbound が
定義されているリソー
スアダプタ。

使用できる EIS

• uCosminexus
Reliable Messaging
• TP1/Message Queue
- Access

• uCosminexus
Reliable Messaging
• TP1/Message Queue
- Access

Connector 1.5 をサ
ポートする任意の EIS

キューの定義方法

キュー定義ファイルに
定義します。

キュー定義ファイルに
定義します。

リソースアダプタの
DD（ra.xml）内の管
理対象オブジェクトに
定義します。

JMS のバージョン

JMS1.0.2b

JMS1.0.2b

JMS1.1

メッセージリスナでの
コネクションの管理方
法

アプリケーションの属
性（pooled-instance）
に指定します。
Message-driven Bean
の method-ready プー
ルと同じになります。

アプリケーションの属
性（pooled-instance）
に指定します。
Message-driven Bean
の method-ready プー
ルと同じになります。

使用するリソースアダ
プタによって異なりま
す。

（JMS を含みます）。※
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注※
uCosminexus Reliable Messaging または TP1/Message Queue - Access は Connector 1.5 仕様
に対応していないため，Connector 1.5 の機能は使用できません。

5.2.2

Enterprise Bean のインタフェース

Enterprise Bean の実装に必要なインタフェースについて説明します。利用できるインタ
フェースの一覧を次の表に示します。
表 5-5 利用できるインタフェースの一覧
インタフェース名

説明

フェース※ 1

EJB 仕様 1.1 以降で規定されている，javax.ejb.EJBHome を継承した，リ
モートクライアント用のインタフェースです。主に，Enterprise Bean イン
スタンスの取得のために使用します。

リモートコンポーネント
インタフェース※ 2

EJB 仕様 1.1 以降で規定されている，javax.ejb.EJBObject を継承した，リ
モートクライアント用のインタフェースです。主に，ビジネスメソッドを
定義します。

リモートビジネスインタ
フェース

リモートクライアントから Enterprise Bean を呼び出すためのビジネスメ
ソッドを定義するインタフェースです。規定されたインタフェースを継承
する必要はありません。

ローカルホームインタ
フェース

EJB 仕様 2.0 以降で規定されている，javax.ejb.EJBLocalHome を継承し
た，ローカルクライアント用のインタフェースです。主に，Enterprise
Bean インスタンスの取得のために使用します。

ローカルコンポーネント
インタフェース

EJB 仕様 2.0 以降で規定されている，javax.ejb.EJBLocalObject を継承し
た，ローカルクライアント用のインタフェースです。主に，ビジネスメ
ソッドを定義します。

ローカルビジネスインタ
フェース

ローカルクライアントから Enterprise Bean を呼び出すためのビジネスメ
ソッドを定義するインタフェースです。規定されたインタフェースを継承
する必要はありません。

リモートホームインタ

注※ 1

EJB 仕様 1.1 ではホームインタフェースと呼ばれるインタフェースです。

注※ 2

EJB 仕様 1.1 ではリモートインタフェースと呼ばれるインタフェースです。

利用できるインタフェースの総称を次に示します。
表 5-6 インタフェースの総称一覧
インタフェースの総称

説明

ホームインタフェース

次のインタフェースの総称です。
• リモートホームインタフェース
• ローカルホームインタフェース

コンポーネントインタ
フェース

次のインタフェースの総称です。
• リモートコンポーネントインタフェース
• ローカルコンポーネントインタフェース
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説明

ビジネスインタフェース

次のインタフェースの総称です。
• リモートビジネスインタフェース
• ローカルビジネスインタフェース

リモートインタフェース

次のインタフェースの総称です。
• リモートホームインタフェース
• リモートコンポーネントインタフェース
• リモートビジネスインタフェース
ただし，リモートコンポーネントインタフェース，リモートビジネスイン
タフェースだけを指すこともあります。

ローカルインタフェース

次のインタフェースの総称です。
• ローカルホームインタフェース
• ローカルコンポーネントインタフェース
• ローカルビジネスインタフェース
ただし，ローカルコンポーネントインタフェース，ローカルビジネスイン
タフェースだけを指すこともあります。

Enterprise Bean は少なくても一つのインタフェースを持ちます。ただし，
Message-driven Bean は上記のインタフェースを持ちません。

（1） リモートインタフェース
リモートインタフェースでは Java RMI のインタフェースの規定に従い，RMI-IIOP 通
信によって Enterprise Bean の呼び出しをします。クライアントが異なる JavaVM に存
在する Enterprise Bean を呼び出すことができますが，実行時に通信上のオーバーヘッ
ドが発生します。メソッド実行時の引数および戻り値は値渡し（pass by value）になり
ます。

（2） ローカルインタフェース
ローカルインタフェースの場合，Enterprise Bean の呼び出しは Java のメソッド呼び出
しで実行され，通信が発生しません。クライアントは同一 J2EE アプリケーションに存
在する場合にだけ，このインタフェースを利用できます。また，ローカルインタフェー
スを利用する場合には，リモートインタフェースと異なり，メソッド実行時の引数およ
び戻り値は参照渡し（pass by reference）になります。

（3） ビジネスインタフェースに対応する機能
ビジネスインタフェースを使用した場合でも，次の機能を使用できます。
● ローカル呼び出し最適化機能
機能の詳細については，「5.11.1

EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出

しの最適化」を参照してください。
● リモートインタフェースの値の参照渡し機能
機能の詳細については，「5.11.2 EJB のリモートインタフェースの値の参照渡し」を
参照してください。
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● RMI-IIOP 通信でのタイムアウト
機能の詳細については，
「5.9.4 RMI-IIOP 通信のタイムアウト」を参照してくださ
い。
通信タイムアウトの設定は，定義ファイルまたは API で設定します。ビジネスインタ
フェースを使用した場合のタイムアウトの設定についての注意事項を次に示します。
• 定義ファイルで設定する場合
DI 機能を使用するときに，EJB コンテナ内で JNDI を使用するため，JNDI の通信
タイムアウトのプロパティも有効になります。
• API で設定する場合
スレッドには設定できますが，オブジェクトには設定できません。
また，タイムアウトの発生時には，ビジネスインタフェースが java.rmi.Remote を継
承している場合は java.rmi.RemoteException(org.omg.CORBA.TIMEOUT)，
java.rmi.Remote を継承していない場合は
javax.ejb.EJBException(RemoteException(org.omg.CORBA.TIMEOUT)) が送出され
ます。
● EJB のチェック機能
機能の詳細については，
「5.2.8 EJB のチェック」を参照してください。
● J2EE アプリケーションの実行時間監視のメソッドタイムアウト機能
機能の詳細については，
「19.3.1 J2EE アプリケーション実行時間の監視の概要」を
参照してください。
アノテーションを指定した EJB のメソッド呼び出し処理では，次の表に示すメソッド
単位にタイムアウト値を設定できます。
表 5-7 タイムアウトの適用範囲
インタフェース

メソッド

StatelessSessi
on Bean

StatefulSessi
onBean

MessageDrive
nBean

PersistenceA
PI

○

○

−

−

ビジネスインタ
フェース

ビジネスメ

ホームまたはコ
ンポーネントイ
ンタフェース※ 2

create

×

○

−

−

ビジネスメ
ソッド

○

○

−

−

remove

×

○

−

−

ejbTimeout

○

−

−

−

javax.ejb.Timed
Object

ソッド※ 1

（凡例） ○：適用される
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×：適用されない

−：該当なし

注※ 1

@Timeout アノテーション，@Remove アノテーションが付いたメソッドを含みます。

注※ 2

@RemoteHome または @LocalHome を使用したインタフェースを指します。

5.

EJB コンテナ

（4） ビジネスインタフェースの Enterprise Bean 呼び出し
ここでは，同一 J2EE サーバ内のほかの J2EE アプリケーションで動作するビジネスイ
ンタフェースを呼び出す場合と，ほかの J2EE サーバで動作するビジネスインタフェー
スを呼び出す場合について説明します。
どちらの場合も，呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先
の Enterprise Bean のビジネスインタフェース，およびインタフェースで使用するユー
ザ作成クラスを含めます。また，JNDI 名前空間に自動的にバインドされる名称または
ユーザ指定名前空間機能で設定した別名を使用してルックアップします。ルックアップ
で使用する名称については，
「8.2.2 EJB のリファレンスが自動的にバインドされる名
称」を参照してください。
● 同一 J2EE サーバ内のほかの J2EE アプリケーションで動作するビジネスインタ
フェースの Enterprise Bean を呼び出す場合
呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先の Enterprise
Bean のビジネスインタフェースおよびインタフェースで使用するユーザ作成クラス
を含めてください。
また，usrconf.properties の ejbserver.rmi.localinvocation.scope キーに「all」または
「none」を指定してください。ただし，
「none」を指定する場合は，呼び出し先の
Enterprise Bean に対して cjgetstubsjar コマンドを使用してスタブを取得し，呼び出
し元の EAR ファイルに含めてください。※
● ほかの J2EE サーバで動作するビジネスインタフェースの Enterprise Bean を呼び出す
場合
呼び出し先の Enterprise Bean に対して cjgetstubsjar コマンドを使用してスタブを取
得し，呼び出し元の EAR ファイルに含めてください。※
注※
アプリケーション間のビジネスインタフェース呼び出しで，ダイナミッククラス
ローディング機能を使用する場合は，スタブを含める必要はありません。ただし，
ダイナミッククラスローディング機能は，性能上，推奨しません。

5.2.3

Enterprise Bean のライフサイクル

Enterprise Bean のライフサイクルについて，Enterprise Bean の種類ごとに説明しま
す。

（1） Session Bean のライフサイクル
Session Bean のライフサイクルは，Stateless Session Bean の場合と Stateful Session
Bean の場合とで異なります。
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（a） Stateless Session Bean の場合
Stateless Session Bean のライフサイクルを次の図に示します。
図 5-1 Stateless Session Bean のライフサイクル

does not exist：
Stateless Session Bean が存在しない状態
method-ready pool：
Stateless Session Bean が実行可能状態として method-ready プール内に存在する状
態
（b） Stateful Session Bean の場合
Stateful Session Bean のライフサイクルを次の図に示します。
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図 5-2 Stateful Session Bean のライフサイクル

does not exist：
Stateful Session Bean が存在しない状態
method-ready：
Stateful Session Bean がアクティベイトされ，実行可能状態として method-ready
プール内に存在する状態（トランザクションなし）
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method-ready in TX：
Stateful Session Bean がアクティベイトされ，実行可能状態として method-ready
プール内に存在する状態（トランザクションあり）

（2） Entity Bean のライフサイクル
Entity Bean のライフサイクルを次の図に示します。
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図 5-3 Entity Bean のライフサイクル

does not exist：
Entity Bean が存在しない状態
pool：
Entity Bean がパッシベイトされ，passive プール内に存在する状態

337

5. EJB コンテナ

ready：
Entity Bean がアクティベイトされ，ready プール内に存在する状態

（3） Message-driven Bean のライフサイクル
Message-driven Bean のライフサイクルを次の図に示します。
図 5-4 Message-driven Bean のライフサイクル

does not exist：
Message-driven Bean が存在しない状態
method-ready pool：
Message-driven Bean が method-ready 状態で，ServerSession プール内に存在する
状態

5.2.4

Enterprise Bean のアノテーション指定

EJB コンテナでは，Enterprise Bean が DD を持たない場合，または DD（ejb-jar.xml
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バージョン 2.1）を持つ場合に，Enterprise Bean にアノテーションを指定できます。
アノテーションとは，ソースコードにクラスやメソッドの付加情報などを埋め込むため
の記述方式です。アノテーションを使用することで，従来，DD（ejb-jar.xml）で指定し
ていた情報を，Enterprise Bean のソースコード上に指定できます。アノテーションを使
用する場合のメリットを次に示します。
• ソースコードと DD に分散していた情報を，ソースコード上に集約できます。
• Enterprise Bean の DD を作成する必要がありません。
• DI によって，ほかの Enterprise Bean やリソースへの参照を取得できます。
DI については，「5.2.5

DI の使用」を参照してください。

ここでは，指定できるアノテーションや，アノテーションを指定した場合の Enterprise
Bean の実装について説明します。

（1） 指定できるアノテーション
指定できるアノテーションは，DD（ejb-jar.xml バージョン 2.1）がある場合と，DD が
ない場合とで異なります。
アプリケーションまたはリソースの属性取得（cjgetappprop，cjgetresprop コマンド），
または属性設定（cjsetappprop，cjsetresprop コマンド）を実行した場合，アノテーショ
ンの要素は表示できますが，更新はできません。DD の要素は表示，更新できます。展開
ディレクトリ形式のアプリケーションでは，アノテーションの更新ができます。更新し
たアノテーションは，次のタイミングで反映されます。
• アプリケーションを開始したとき。
• リロード機能を使用したとき。
リロード機能については，「7.5 J2EE アプリケーションの更新検知とリロード」を
参照してください。
ただし，これらの方法で更新できるアノテーションと更新できないアノテーションがあ
ります。DD がある場合，または DD がない場合に指定できるアノテーションと，更新
できるアノテーションの一覧を次の表に示します。
表 5-8 指定できるアノテーション一覧
アノテーション名

指定できるアノテーション

更新できるアノ
テーション

DD がある場合

DD がない場合

@PostConstruct

×

◎

○

@PreDestroy

×

◎

○

@Resource

◎

◎

−

@Resources

◎

◎

−

@RunAs

×

◎

−

339

5. EJB コンテナ

アノテーション名

指定できるアノテーション

更新できるアノ
テーション

DD がある場合

DD がない場合

@DeclareRoles

×

◎

○

@RolesAllowed

×

◎

−

@PermitAll

×

◎

○

@DenyAll

×

◎

○

@Stateless

×

◎

−

@Stateful

×

◎

−

@Init

×

◎

○

@Remove

×

◎

○

@Remote

×

◎

−

@Local

×

◎

−

@RemoteHome ※

×

◎

−

@LocalHome ※

×

◎

−

@TransactionManagement

×

◎

○

@TransactionAttribute

×

◎

○

@PostActivate

×

◎

○

@PrePassivate

×

◎

○

@Interceptors

×

◎

○

@AroundInvoke

×

◎

○

@ExcludeDefautInterceptors

×

◎

○

@ExcludeClassInterceptors

×

◎

○

@Timeout

×

◎

−

@ApplicationException

×

◎

○

@EJB

◎

◎

−

@EJBs

◎

◎

−

（凡例） ◎：指定できる
注※

×：指定できない

○：更新できる

−：更新できない

@RemoteHome または @LocalHome アノテーションを使用してホームインタフェースを指定

する場合，指定されたホームインタフェースの create メソッドの戻り値がコンポーネントインタ
フェースとみなされます。

（2） Enterprise Bean の実装
アノテーションは，Session Bean で指定できます。アノテーションを指定して，
Stateless Session Bean，または Stateful Session Bean を実装する場合について説明し
ます。
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（a） Stateless Session Bean
● Enterprise Bean の種類（Stateless Session Bean）は，@Stateless アノテーションで
指定するか，または DD（ejb-jar.xml）に指定します。
● ビジネスインタフェースを使用して Session Bean を実装できます。
● javax.ejb.SessionBean インタフェースをインプリメントすることは，必須ではありま
せん。
● インターセプタクラスは，必要に応じて実装します。
● Stateless Session Bean には，次のコールバックを定義できます。
• @PostConstruct
• @PreDestroy
コールバック，またはメソッドが呼び出されるタイミングについては，
「5.2.3
Enterprise Bean のライフサイクル」を参照してください。
（b） Stateful Session Bean
● Enterprise Bean の種類（Stateful Session Bean）は，@Stateful アノテーションで指
定するか，または DD（ejb-jar.xml）に指定します。
● ビジネスインタフェースを使用して Session Bean を実装できます。
● javax.ejb.SessionBean インタフェース，および java.io.Serializable インタフェース
をインプリメントすることは，必須ではありません。
● インターセプタクラスは，必要に応じて実装します。
● 次のコールバックを定義できます。
• @PostConstruct
• @PreDestroy
● 実装クラスのメソッドに @Init アノテーションおよび @Remove アノテーションを指
定できます。
コールバック，またはメソッドが呼び出されるタイミングについては，
「5.2.3
Enterprise Bean のライフサイクル」を参照してください。

（3） 注意事項
アノテーションを指定した場合の注意事項を説明します。
● アノテーションで指定した値は，DD（ejb-jar.xml）や属性ファイルで変更できませ
ん。
● 一つの EJB-JAR 内に，DD を持つ Enterprise Bean と，DD を持たない Enterprise
Bean を混在させることはできません。
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● アノテーションを使用する場合，インポート単位の外部への参照を含めることはでき
ません。
• ライブラリ JAR を使用する場合，該当する JAR を含んだ形のアプリケーションと
してインポートしてください。
• ほかの EJB-JAR を参照する EJB-JAR が存在する場合，両方の EJB-JAR を含んだ
形のアプリケーションとしてインポートしてください。ただし，参照する側の
EJB-JAR に，参照される側のインタフェースを含めている場合は，EJB-JAR ごと
にインポートすることもできます。
● EJB 2.0 以前，または Servlet 2.3 以前のバージョンの DD がある場合，アノテーショ
ンの指定は無効になります。
● 指定できるアノテーション以外のアノテーションを指定した場合は無効になります。
● 次の場合，インポート時に例外が発生します。
• DD がなく，@Stateful Session Bean アノテーションまたは @Stateless Session
Bean アノテーションの指定がない Enterprise Bean の場合。
• DD のスキーマ定義の出現回数を超える数のアノテーションを指定した場合。
● アノテーションが有効となるアプリケーション（DD を持たない Enterprise Bean を
含む場合，バージョン 2.1 の DD を持つ Enterprise Bean を含む場合，または Servlet
2.4 の場合）に，package 宣言と異なる場所に配置されているなどの不正なクラス
ファイルが含まれていると，アノテーションを指定しているかどうかに関係なく，イ
ンポート時に例外が発生します。
● ローカルインタフェースおよびリモートインタフェースの両方を持つビジネスインタ
フェースに対して，@EJB アノテーションでリンク解決を行う場合，ローカルインタ
フェースへのリファレンスとして解釈されます。

5.2.5

DI の使用

Dependency Injection（DI）とは，EJB やインターセプタクラスのフィールドや setter
メソッドに，@EJB や @Resource アノテーションを指定することで，Enterprise Bean
やリソースへの参照を EJB コンテナが自動的にセットする機能です。DI を使用すると，
Enterprise Bean やリソースへの参照を，JNDI を使用してルックアップする必要がなく
なります。
ここでは，@Resource アノテーションで指定できるリソースのタイプ，および DI に関
する注意事項について説明します。

（1） @Resource アノテーションで指定できるリソースのタイプ
@Resource アノテーションを使用して，リファレンスを定義できます。@Resource アノ
テーションで指定できるリソースのタイプを次の表に示します。
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表 5-9 @Resource アノテーションで指定できるリソースのタイプ
リソースのタイプ

指定可否

javax.sql.DataSource ※ 1

○

javax.mail.Session

○

java.net.URL

×

javax.jms.ConnectionFactory

○

javax.jms.QueueConnectionFactory ※ 2

○

javax.jms.TopicConnectionFactory

○

javax.jms.Queue

※2

○

javax.jms.Topic

○

javax.resource.cci.ConnectionFactory ※ 3

○

javax.resource.cci.InteractionSpec

×

javax.transaction.UserTransaction

○※ 4

org.omg.CORBA_ 2_3.ORB

○※ 5

javax.xml.rpc.Service

×

javax.xml.ws.Service

×

javax.jws.WebService

×

javax.ejb.EJBContext

○※ 6

javax.ejb.SessionContext

○※ 6

javax.ejb.TimerService

○※ 6 ※ 7

JavaBeans リソース独自

○

java.lang.String

○※ 8

java.lang.Character

○※ 8

java.lang.Integer

○※ 8

java.lang.Boolean

○※ 8

java.lang.Double

○※ 8

java.lang.Byte

○※ 8

java.lang.Short

○※ 8

java.lang.Long

○※ 8

java.lang.Float

○※ 8

（凡例） ○：指定できる
注※ 1

×：指定できない

DB Connector が該当します。

注※ 2

TP1/Message Queue - Access，Cosminexus RM が該当します。

注※ 3

uCosminexus TP1 Connector が該当します。
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注※ 4

CMT で動作する Enterprise Bean またはインターセプタでは使用できません。

注※ 5

ORB の shareable 属性は true が指定されているものとして動作します。なお，注入される

ORB オブジェクトは，ほかのコンポーネントでも使用される共有のインスタンスです。
注※ 6

Web コンテナ上で動作するクラスでは使用できません。

注※ 7

Stateful SessionBean や Stateful SessionBean に適用されたインターセプタでは使用でき

ません。
注※ 8

<env-entry-value> タグに，DI またはルックアップで取得できる値を設定できません。

（2） 注意事項
● DI を使用した場合の，Stateful Session Bean のリファレンス取得時の注意事項を次
に示します。
• J2EE アプリケーションがサーブレットから Stateful Session Bean を呼び出す構成
の場合，サーブレットで Stateful Session Bean のリファレンスを取得するときは，
DI を使用しないで，JNDI 経由で行ってください。
• J2EE アプリケーションが Stateless Session Bean から Stateful Session Bean を呼
び出す構成の場合に，DI を使用して Stateful Session Bean のビジネスインタ
フェースを Stateless Session Bean に注入するとき，Stateless Session Bean のビ
ジネスメソッド呼び出し，またはタイムアウトメソッド呼び出しのたびに DI が実
行されます。
● @Resource アノテーションで指定できないリソースのタイプを指定した場合，イン
ポート時に例外が発生します。
● @EJB および @Resource アノテーションの name 属性は，次の表に示す ejb-jar.xml
のタグの要素と対応しています。このため，アノテーションで Enterprise Bean およ
びリソースへの参照を定義する場合は，@EJB および @Resource アノテーションの
name 属性と，name 属性に対応する ejb-jar.xml のタグに指定する要素は，重複しな
いように設定してください。name 属性に対応する ejb-jar.xml のタグを次の表に示し
ます。
表 5-10

name 属性に対応する ejb-jar.xml のタグ

アノテーションと属性
@EJB

name()

name 属性に対応する ejb-jar.xml のタグ
<ejb-ref> タグ下の <ejb-ref-name> タグ
<ejb-local-ref> タグ下の <ejb-ref-name> タグ

@Resource name()

<env-entry> タグ下の <env-entry-name> タグ
<resource-ref> タグ下の <res-ref-name> タグ
<resource-env-ref> タグ下の <resource-env-ref-name> タグ

5.2.6

デフォルトインターセプタの使用

デフォルトインターセプタは，EJB-JAR 属性ファイルを使用して，EJB-JAR の属性と
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して設定します。ここでは，EJB-JAR 属性ファイルを使用したデフォルトインターセプ
タの使用方法について説明します。

！

注意事項
• Cosminexus では，EJB 3.0 の DD をサポートしていません。このため，DD を使用して
デフォルトインターセプタを設定することはできません。
• EJB-JAR 属性ファイルを使用してデフォルトインターセプタを使用する場合，
<interceptor-order> タグによって実行順序を指定することはできません。

（1） EJB-JAR 属性ファイルでのデフォルトインターセプタの指定方法
EJB-JAR 属性ファイルで，<hitachi-ejb-jar-property> タグ下の <interceptor-binding>
タグを記述することで，デフォルトインターセプタの情報を指定できます。
<interceptor-binding> タグ下に指定する要素を次の表に示します。
表 5-11 デフォルトインターセプタを使用する場合に <interceptor-binding> タグ下に指
定する要素
タグ名

必須／
任意

指定内容

<description>

任意

任意の情報を指定します。

<ejb-name>

必須

"*"（ワイルドカード）を指定します。

<interceptor-class>

必須

要素にインターセプタクラスのクラス名を指定します。

これ以外のタグで指定した要素の値は，反映されません。
デフォルトインターセプタを使用する場合の EJB-JAR 属性ファイルの記述例を次に示し
ます。

<hitachi-ejb-jar-property>
…(略)…
<interceptor-binding>
<description xml:lang="en">Default Interceptor</description>
<ejb-name>*</ejb-name>
<interceptor-class>test.ejb30.MyDefaultIC</interceptor-class>
<interceptor-class>test.ejb30.MyDefaultIC2</interceptor-class>
</interceptor-binding>
…(略)…
</hitachi-ejb-jar-property>

この記述例では，デフォルトインターセプタクラスとして，
「test.ejb30.MyDefaultIC」
と「test.ejb30.MyDefaultIC2」の二つのクラスを指定しています。
EJB-JAR 属性ファイルは，サーバ管理コマンド（cjsetappprop コマンド）を使用して
J2EE アプリケーションに設定します。なお，J2EE アプリケーションに含まれない
EJB-JAR ファイルに対して，サーバ管理コマンド（cjsetresprop -type ejb コマンド）を

345

5. EJB コンテナ

使用して設定することはできません。サーバ管理コマンドについての詳細は，マニュア
ル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してください。属性ファイルにつ

いての詳細は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してくださ

い。

（2） インターセプタクラスの指定規則
<interceptor-class> タグでのクラス名の指定方法は，EJB 3.0 仕様に準じます。次の規
則に従って指定してください。
• 一つの <interceptor-class> タグに指定できるインターセプタクラスのクラス名は一つ
です。
• <interceptor-class> タグは複数記述できます。<interceptor-class> タグを複数記述し
た場合は，記述した順序でインターセプタが呼び出されます。
• <interceptor-class> タグで指定したインターセプタクラスには，次に示すアノテー
ションを使用してインターセプタメソッドを指定できます。
• @AroundInvoke
• @PostConstruct
• @PreDestroy
アノテーションについての詳細は，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

API

編」の Cosminexus が対応しているアノテーションの説明を参照してください。

（3） 注意事項
• <ejb-name> タグに "*"( ワイルドカード ) を指定した <interceptor-binding> タグが複
数ある場合は，1 番上に記述された <interceptor-binding> タグの内容が有効になりま
す。2 番目以降の内容は設定されません。設定されない <interceptor-binding> タグの
指定があった場合は，警告メッセージが出力されます。
• Interceptor を使用した機能のうち，デフォルトインターセプタ以外の機能について
は，アノテーションを使用して設定してください。属性ファイルでは設定できません。
アノテーションで指定した Interceptor に関する設定値は，属性ファイルでは変更で
きません。また，<interceptor-order> タグなど，アノテーションで設定できない項目
を属性ファイルに指定しても，値は反映されないで無視されます。
• デフォルトインターセプタとして指定したクラス内で，次のアノテーションは使用で
きません。
• @EJB
• @EJBs
• @Resource
• @Resources

5.2.7

アノテーションの参照抑止

Cosminexus では，EJB 2.1 および Servlet 2.4 仕様に基づいたアプリケーションでもア
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ノテーションを使用できます。しかし，アノテーションの有無を判断するためにアプリ
ケーションを解析するため，アノテーションを使用していない場合でも解析によるオー
バーヘッドが大きくなります。また，リソースやほかのアプリケーションを参照するア
プリケーションの場合，アノテーション解析時にクラスファイルの参照エラーが発生し
て，デプロイに失敗することがあります。アノテーションを使用しない場合は，アノ
テーション参照抑止機能を使用することで，J2EE サーバによるアノテーションの参照処
理を抑止することができます。
アノテーション参照抑止機能は，J2EE サーバ単位で設定します。アノテーション参照抑
止機能が有効になるのは，EJB 2.1 および Servlet 2.4 を使用した J2EE アプリケーショ
ンです。アノテーション参照抑止機能を有効にした場合，アノテーションを記述した
EJB 2.1 または Servlet 2.4 のモジュールを含む J2EE アプリケーションは使用できなく
なりますので，ご注意ください。アノテーション参照抑止機能の設定方法については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のアノテーションの参照を抑止する設
定についての説明を参照してください。
アノテーション抑止機能が有効になる範囲を次の表に示します。
表 5-12

アノテーション抑止機能が有効になる範囲

J2EE アプリケーションに含まれるモ
ジュール
EJB

Servlet

（凡例）○：有効になる

バージョン

有効／無効

1.1，2.0

−

2.1

○

2.2，2.3

−

2.4

○

−：無効になる

アノテーションを参照するタイミングを，アプリケーション参照抑止機能を使用する場
合としない場合に分けて次の表に示します。
表 5-13

アノテーションを参照するタイミング

タイミング
（実行したコマンド）

インポート時
（cjimportapp）
インポート時
（cjimportres ※ 1）
開始時（cjstartapp
2）

※

J2EE サーバの設定

アーカイブ形式の
J2EE アプリケーショ
ン

展開ディレクトリ形式
の J2EE アプリケー
ション

使用する

×

×

使用しない

○

○

使用する

×

−

使用しない

○

−

使用する

×

×

使用しない

○※ 3

○
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タイミング
（実行したコマンド）

リプレース時
（cjreplaceapp）
リロード時
（cjreloadapp）

J2EE サーバの設定

アーカイブ形式の
J2EE アプリケーショ
ン

展開ディレクトリ形式
の J2EE アプリケー
ション

使用する

×

−

使用しない

△

−

使用する

−

×

使用しない

−

○

（凡例）
使用しない：アプリケーション参照抑止機能を使用しない設定の J2EE サーバ
使用する：アプリケーション参照抑止機能を使用する設定の J2EE サーバ
○：アノテーションを参照する
×：アノテーションを参照しない
△：アノテーションを参照するが変更は反映されない
−：該当しない
注※ 1

cjimportres コマンドに引数「-type ejb」または「-type war」を指定して実行した場合で

す。
注※ 2

J2EE サーバの再起動時も含みます。

注※ 3

その前に J2EE サーバを起動したときと設定が異なる場合だけアノテーションをロードし

ます。

アノテーション参照抑止機能が有効になっているかどうかは，簡易構築定義ファイルの
<configuration> タグ内のパラメタ「ejbserver.deploy.applications.metadata_complete」
に設定された値を参照してください。パラメタの詳細については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」およびマニュアル「Cosminexus リファレンス
定義編」を参照してください。

5.2.8

EJB のチェック

EJB コンテナでは，J2EE アプリケーションの開始時に，各 Enterprise Bean に対して，
EJB の仕様に準拠しているかどうかをチェックします。このチェックの結果，仕様に準
拠しない Enterprise Bean があった場合は，Enterprise Bean を含む J2EE アプリケー
ションの開始に失敗します。このとき，エラーメッセージが出力されます。
EJB のチェック処理は，次のタイミングで動作します。
• J2EE アプリケーションを J2EE サーバに最初にインポートして開始する時。
• J2EE アプリケーションの構成を変更して（リデプロイ機能による変更を含む）開始
する時。
• J2EE サーバをベーシックモードから 1.4 モードに変更したあと，最初に J2EE サー
バを起動する時。
• アップグレードインストールをしたあと，最初に J2EE サーバを起動する時。
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これらのタイミングで開始に成功すると，以降の J2EE アプリケーションの開始と停止
では，EJB チェック処理は動作しません。

5.2.9

CMP フィールドとデータ型のマッピング

Cosminexus で提供する EJB コンテナの CMP 機能での Entity Bean の Java データ型
とデータベースの SQL データ型の対応について説明します。

（1） CMP でサポートする Java データ型の範囲
EJB コンテナの Entity Bean の CMP でサポートする Java データ型の範囲と，プライ
マリキーへの指定の可否を次の表に示します。
表 5-14

CMP でサポートする Java データ型の範囲

Java データ型
boolean

値の範囲
true，false

×

java.lang.Boolean
byte

○
-128 〜 127

×

java.lang.Byte
char

○
'¥u0000' 〜 '¥uffff'(0 〜 65535)

java.lang.Character
short

-32768 〜 32767

×
○

-2147483648 〜 2147483647

java.lang.Integer
long

-9223372036854775808 〜
9223372036854775807

± 1.40239846e-45 〜± 3.40282347e+38

×
○

± 4.94065645841246544e-324 〜±
1.79769313486231570e+308

java.lang.Double ※
byte[]

×
○

java.lang.Float ※
double ※

×
○

java.lang.Long
float ※

×
○

java.lang.Short
int

プライマリキーへの指定

×
○

1Byte 〜 2147483647Byte

×

java.lang.String

−

○

java.math.BigDecima
l

−

×

java.sql.Date

−

×
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Java データ型
java.sql.Time

値の範囲

プライマリキーへの指定

00:00:00 〜 23:59:59

×

java.sql.TimeStamp

−

×

Serializable な型

−

×

（凡例）
○：プライマリキーに指定できる。
×：プライマリキーに指定できない。
−：該当しない。
注※

浮動小数点を扱う場合，丸めが発生する可能性があります。

（2） 注意事項
● 固定長文字列の SQL 型を CMP フィールドに用いる場合
固定長文字列の SQL 型（Oracle，HiRDB の CHAR 型）を用いる場合，データベー
ス格納時にけた数に満たない文字数を空白で埋めるため，作成時のデータの後ろに空
白が挿入される可能性があります。したがって，使用するときは十分に注意してくだ
さい。
● 固定長文字列の SQL 型をプライマリキーに用いる場合
固定長文字列の SQL 型（Oracle，HiRDB の CHAR 型）をキーに用いる場合，デー
タベース格納時にけた数に満たない文字数を空白で埋めるため，作成時のデータと値
が異なり，対象 Entity Bean を取得できない可能性があります。したがって，使用す
るときは十分に注意してください。

（3） HiRDB の場合のマッピング一覧
EJB コンテナの Entity Bean の CMP でのフィールドとデータベースのマッピングを次
の表に示します。
なお，表中の「Java データ型」は CMP がサポートする Java のデータ型，「JDBC デー
タ型」は Java のデータ型に対応する JDBC の java.sql.Types. のデータ型，
「SQL デー
タ型」は Java データ型とのマッピングで推奨する DB カラムの型となります。
表 5-15

CMP でのフィールドとデータベースのマッピング（HiRDB 使用時）

Java データ型
boolean

JDBC データ型

SQL データ型

SMALLINT

SMALLINT

SMALLINT

SMALLINT

CHAR

CHAR(4)

java.lang.Boolean
byte
java.lang.Byte
char ※ 1
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SQL データ型

java.lang.Character
※1

short

SMALLINT

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

DECIMAL

DECIMAL(22)

REAL

REAL，SMALLFLT

FLOAT

DOUBLE PRECISION

byte[] ※ 2

LONGVARBINARY

BLOB

java.lang.String ※ 1

VARCHAR

VARCHAR(m)
CHAR(n)
MVARCHAR(m)
MCHAR(n)
NVARCHAR(x)

java.lang.Short
int
java.lang.Integer
long
java.lang.Long
float
java.lang.Float
double
java.lang.Double

NCHAR(y) ※ 3
java.math.BigDecima
l

DECIMAL

DECIMAL(m,n) ※ 4

java.sql.Date

DATE

DATE ※ 5

java.sql.Time

TIME

TIME

java.sql.TimeStamp

CHAR

CHAR(29)

LONGVARBINARY

BLOB

※6

Serializable な型※ 2
注※ 1

固定長文字列の SQL 型を使用する場合の注意については，「(2)

注意事項」を参照してく

ださい。
注※ 2

[HiRDB BLOB 最大値 ] 2147483647 バイト

注※ 3

m，n，x，y の範囲はそれぞれ次のとおりです。

m：1 〜 30000，n：1 〜 32000，x：1 〜 15000，y：1 〜 16000
注※ 4

m，n の範囲はそれぞれ次のとおりです。

m：1 〜 29，n：1 〜 29
注※ 5

DATE の範囲は，0001/01/01 〜 9999/12/31 です。

注※ 6 「yyyy-mm-dd hh:mm:ss.fffffffff」（JDBC 日付エスケープ）形式の文字列として格納しま
す。
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（4） Oracle の場合のマッピング一覧
EJB コンテナの Entity Bean の CMP でのフィールドとデータベースのマッピングを次
の表に示します。
なお，表中の「Java データ型」は CMP がサポートする Java のデータ型，「JDBC デー
タ型」は Java のデータ型に対応する JDBC の java.sql.Types. のデータ型，
「SQL デー
タ型」は Java データ型とのマッピングで推奨する DB カラムの型となります。
表 5-16

CMP でのフィールドとデータベースのマッピング（Oracle 使用時）

Java データ型
boolean

JDBC データ型

SQL データ型

NUMERIC

NUMBER(38)

NUMERIC

NUMBER(38)

CHAR

CHAR(4)

NUMERIC

NUMBER(38)

NUMERIC

NUMBER(38)

NUMERIC

NUMBER(22)

NUMERIC

NUMBER

FLOAT

FLOAT(126)

byte[] ※ 3

LONGVARBINARY

LONG RAW

java.lang.String ※ 1

VARCHAR

VARCHAR(m)
CHAR(n)

java.lang.Boolean
byte
java.lang.Byte
char ※ 1
java.lang.Character
※1

short
java.lang.Short
int
java.lang.Integer
long
java.lang.Long
float
java.lang.Float
double ※ 2
java.lang.Double ※ 2

LONG ※ 4
java.math.BigDecima
l

NUMERIC

NUMBER(m,n) ※ 5

java.sql.Date

DATE

DATE ※ 6 ※ 7

java.sql.Time

CHAR

CHAR(8) ※ 8

java.sql.TimeStamp

TimeStamp

DATE ※ 7 ※ 9

Serializable な型※ 3

LONGVARBINARY

LONG RAW
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java.sql.Types.BLOB にマッピングされる BLOB，および java.spl.Types.CLOB にマッピング

される CLOB は扱えません。
注※ 1

固定長文字列の SQL 型を使用する場合の注意については，「(2)

注意事項」を参照してく

ださい。
注※ 2

[Oracle FLOAT(126) の範囲 ] 1E-125 〜 9.9・・・9E125

ただし，
「丸め」が発生するおそれがあります。
注※ 3

[Oracle LONG RAW 最大値 ] 2 ギガバイト。

注※ 4

m，n の範囲はそれぞれ次のとおりです。

m=1 〜 4000，n=1 〜 2000
また，""（長さゼロの空文字）を Oracle に格納すると NULL に変換されます。
注※ 5

m，n の範囲はそれぞれ次のとおりです。

m=1 〜 38，n=-84 〜 127
注※ 6

DATE の範囲は，-4712/01/01 〜 9999/12/31 です。

注※ 7

紀元前データは Java-JDBC ドライバ間でマイナス値が正しく扱えないため，値は保証され

ません。
注※ 8 「hh:mm:ss」（JDBC 日付エスケープ）形式の文字列として格納します。
注※ 9

DATE の範囲は，-4712/01/01 00:00:00 〜 9999/12/31 23:59:59 です。なお，Oracle8i では

小数点以下の秒数は扱えません。
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5.3 EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファ
レンス登録
EJB コンテナでは，java:comp/env 名前空間へのリファレンスの登録をサポートしてい
ます。なお，該当するリファレンスは，（）内に示す名前空間に登録することを推奨して
います。
• 環境エントリ（java:comp/env）
• EJB ホームオブジェクトリファレンス（java:comp/env/ejb）
• ビジネスインタフェースのリファレンス（java:comp/env/ejb）
• JMS（java:comp/env/jms）
• JDBC データソース（java:comp/env/jdbc）
• JavaMail セッション（java:comp/env/mail）
• uCosminexus TP1 Connector（java:comp/env/eis）
• JavaBeans リソース（java:comp/env/bean）
これによって，java:comp/env の JNDI 名前空間を使用して，間接的なルックアップが
できます。
なお，ネーミング管理機能については，「8.
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5.4 外部リソースとの接続
EJB コンテナで使用できるリソース，および J2EE リソースの詳細については，「9.

リ

ソース接続とトランザクション管理」を参照してください。
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5.5 Enterprise Bean でのトランザクション設
定
EJB コンテナがサポートしている Enterprise Bean のトランザクション管理方法には，
次の 2 種類があります。
• BMT（Bean-Managed Transaction）
• CMT（Container-Managed Transaction）
これらの機能は，J2EE サービスのトランザクション管理機能によって実現されます。
なお，トランザクション管理方法は，J2EE アプリケーションに含まれる Session Bean
または Message-driven Bean の属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリ
ケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照
してください。
トランザクション管理の概要については，「9.

リソース接続とトランザクション管理」

を参照してください。

5.5.1

BMT

Enterprise Bean でトランザクション管理をするモデルです。BMT は，Session Bean，
および Message-driven Bean が対象です（Entity Bean は対象外で，常に CMT になり
ます）。
BMT では，Enterprise Bean のビジネスメソッドで javax.transaction.UserTransaction
を利用し，次の操作をします。
1. トランザクションを開始
2. リソースマネジャを更新
3. トランザクションをコミットまたはロールバック
Stateless Session Bean では，1 ビジネスメソッド内で 1 トランザクションを決着（コ
ミットまたはロールバック）させる必要があります。また，Message-driven Bean では，
次のどちらかのメソッド内で，トランザクションを決着（コミットまたはロールバック）
させる必要があります。
• onMessage メソッド（EJB 2.0 の場合）
• 任意のメッセージリスナのメソッド（EJB 2.1 の場合）
一方，Stateful Session Bean では，複数のビジネスメソッドを一つのトランザクション
スコープに含めることができます。このとき，EJB コンテナは，Bean インスタンスと
トランザクションの関係を保持します。BMT での Stateful Session Bean を次の図に示
します。
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図 5-5 BMT での Stateful Session Bean

表 5-17

BMT のトランザクション制御

クライアント側トランザクショ
ン

Bean インスタンスのトランザク
ション

メソッドに結び付くトランザク
ション

なし

なし

なし

T1

なし

なし

なし

T2

T2

T1

T2

T2

（凡例）
なし：トランザクションを開始しない，またはトランザクションが関連づかない
T1：クライアント側で開始するトランザクション
T2：Bean 側で開始するトランザクション

！

注意事項
トランザクションが決着していないときに，UserTransaction.begin メソッドを使って新し
いトランザクションを開始した場合，EJB コンテナは
javax.transaction.NotSupportedException を送出します。

5.5.2

CMT

EJB コンテナでトランザクション管理をするモデルです。CMT は，Session Bean，
Entity Bean，Message-driven Bean が対象です。CMT では，Bean のメソッド単位で
トランザクションの属性を指定します。なお，トランザクション属性は，J2EE アプリ
ケーションに含まれる Session Bean，Entity Bean，または Message-driven Bean の属
性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーションの設定については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
トランザクションがコミットできない場合，EJB コンテナは次の処理をします。
1. アプリケーションエラーのロギング
2. トランザクションのロールバック
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3. Bean インスタンスの破棄
4. リモートコンポーネントインタフェースで呼び出すクライアントには
java.rmi.RemoteException，ローカルコンポーネントインタフェースまたはビジネス
インタフェースで呼び出すクライアントには javax.ejb.EJBException を送出。ただ
し，リモートビジネスインタフェースが java.rmi.Remote を継承している場合には，
java.rmi.RemoteException を送出

（1） トランザクション属性の種類と振る舞い
トランザクション属性の振る舞いについて，トランザクション属性の種類ごとに図に示
して説明します。
● NotSupported 属性
クライアントがトランザクションスコープ内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを
呼び出したとき，トランザクションコンテキストは Enterprise Bean 側には伝播しませ
ん。また，クライアントがトランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネス
メソッドを呼び出したとき，トランザクションコンテキストは Enterprise Bean には伝
播しません。
NotSupported 属性の振る舞いを次の図に示します。
図 5-6 NotSupported 属性

● Required 属性
クライアントがトランザクション内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出し
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たとき，トランザクションコンテキストが Enterprise Bean 側に伝播し，Enterprise
Bean のビジネスメソッドは呼び出し側のトランザクションスコープ内に入ります。ま
た，クライアントがトランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネスメソッ
ドを呼び出したとき，Enterprise Bean 側で新しいトランザクションが開始されます。
Required 属性の振る舞いを次の図に示します。
図 5-7 Required 属性

● Supports 属性
クライアントがトランザクション内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出し
たとき，トランザクションコンテキストが Enterprise Bean 側に伝播し，Enterprise
Bean のビジネスメソッドは呼び出し側のトランザクションスコープ内に入ります。ま
た，クライアントがトランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネスメソッ
ドを呼び出したとき，トランザクションコンテキストは Enterprise Bean に伝播しませ
ん。
Supports 属性の振る舞いを次の図に示します。
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図 5-8 Supports 属性

● RequiresNew 属性
クライアントがトランザクション内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出し
たとき，EJB コンテナは新しいトランザクションを開始します。また，クライアントが
トランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出したとき
も，同様に新しいトランザクションが EJB コンテナによって開始されます。
RequiresNew 属性の振る舞いを次の図に示します。
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図 5-9 RequiresNew 属性

● Mandatory 属性
クライアントがトランザクション内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出し
たとき，トランザクションコンテキストが Enterprise Bean 側に伝播し，Enterprise
Bean のビジネスメソッドは呼び出し側のトランザクションスコープ内に入ります。ま
た，クライアントがトランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネスメソッ
ドを呼び出したとき，EJB コンテナはクライアントに次の例外を送出します。
• ビジネスインタフェースを使用している場合，
javax.ejb.EJBTransactionRequiredException を送出します。ただし，
java.rmi.Remote を継承しているリモートビジネスインタフェースの場合は，
javax.transaction.TransactionRequiredException を送出します。
• リモートコンポーネントインタフェースを使用している場合，
javax.transaction.TransactionRequiredException を送出します。
• ローカルコンポーネントインタフェースを使用している場合，
javax.ejb.TransactionRequiredLocalException を送出します。
Mandatory 属性の振る舞いを次の図に示します。
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図 5-10

Mandatory 属性

● Never 属性
クライアントがトランザクション内で Enterprise Bean のビジネスメソッドを呼び出し
たとき，EJB コンテナはクライアントに次の例外を送出します。
• ビジネスインタフェースを使用している場合，javax.ejb.EJBException を送出しま
す。ただし，java.rmi.Remote を継承しているリモートビジネスインタフェースの場
合は，java.rmi.RemoteException を送出します。
• リモートコンポーネントインタフェースを使用している場合，
java.rmi.RemoteException を送出します。
• ローカルコンポーネントインタフェースを使用している場合，
javax.ejb.EJBException を送出します。
また，クライアントがトランザクションスコープ外で Enterprise Bean のビジネスメ
ソッドを呼び出したとき，トランザクションコンテキストは Enterprise Bean に伝播し
ません。
Never 属性の振る舞いを次の図に示します。
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図 5-11 Never 属性

（2） Enterprise Bean の種別ごとに指定できるトランザクション属性
Enterprise Bean の種別ごとに指定できるトランザクション属性およびデフォルト値を次
の表に示します。EJB 仕様では Bean 種別ごとに指定できるトランザクション属性が規
定されています。CMP 2.0 については，EJB 仕様でオプションとされている，ほかのト
ランザクション属性は指定できません。デフォルト値については EJB 仕様では規定され
ていません。Cosminexus の場合，EJB の DD で CMT の指定があり，トランザクショ
ン属性の指定がない場合のデフォルト設定は，次の表のようになります。
表 5-18

Enterprise Bean の種別ごとに指定できるトランザクション属性およびデフォル
ト値
種別

指定できるトランザクション属性

Stateless Session Bean
Stateful Session Bean
（SessionSynchronization 以外）
Entity Bean（BMP，CMP 1.1）

•
•
•
•
•
•

Stateful Session Bean
（SessionSynchronization）

• Required
• RequiresNew
• Mandatory

Supports
NotSupported
Required
RequiresNew
Mandatory
Never

デフォルト値
Supports

Required
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種別

指定できるトランザクション属性

デフォルト値

Entity Bean（CMP 2.0）

• Required
• RequiresNew
• Mandatory

Required

Message-driven Bean（Connector 1.0
に準拠したリソースアダプタを使用する
場合）

• Required
• NotSupported

Required

Message-driven Bean（Connector 1.5
に準拠したリソースアダプタを使用する
場合）

• Required ※
• NotSupported

Required ※

アノテーションを使用した，DD を持た
ない Session Bean

•
•
•
•
•
•

注

Supports
NotSupported
Required
RequiresNew
Mandatory
Never

Required

ただし，DD を持たない Enterprise Bean の場合，デフォルト値（Required）が規定されてい

ます。
注※

EJB の仕様では指定可能ですが，Cosminexus では Connector 1.5 トランザクションに参加

するメッセージ配信ができないため，Required を指定できません。指定できるのは NotSupported
だけです。
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5.6 Entity Bean のコミットオプション指定
Entity Bean では，次に示す３種類の CMP フィールドのキャッシュ方法，および
Entity Bean の状態遷移をサポートしています。
● Full caching（commit option A）
● Caching（commit option B）
● No caching（commit option C）
なお，コミットオプションは，J2EE アプリケーションに含まれる Session Bean または
Entity Bean の属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーションの設定に
ついては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（1） Full caching（commit option A）
Full caching は，参照系の Entity Bean 用のキャッシュモデルです。トランザクション
開始時にデータベースから Entity Bean インスタンスにデータが読み込まれません。こ
のため，Entity Bean が前回のトランザクションコミット時と同じ状態のままでトラン
ザクションが開始されます。
例えば，前回のトランザクションコミット時からトランザクション開始時の間にほかの
J2EE サーバが Entity Bean を更新した場合，Entity Bean の状態の一貫性が保たれませ
ん。

（2） Caching（commit option B）
Caching は，更新系の Entity Bean のキャッシュモデルです。トランザクション開始時
にデータベースから Entity Bean インスタンスにデータが読み込まれます。このため，
Entity Bean がデータベースの最新状態と同じ状態でトランザクションが開始されます。

（3） No caching（commit option C）
No caching は，更新系の Entity Bean のキャッシュモデルです。トランザクションコ
ミット時に Entity Bean が非活性化されます。トランザクション開始時には，一度活性
化され，データベースから Entity Bean インスタンスにデータが読み込まれます。この
ため，Entity Bean がデータベースの最新状態と同じ状態でトランザクションが開始さ
れます。このため，多数の Entity Bean を利用する場合に適用するキャッシュモデルで
す。
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5.7 Enterprise Bean のプールの管理
EJB コンテナでは，Enterprise Bean の種類ごとに，プールを作成して管理します。
なお，プーリングの管理方法は，J2EE アプリケーションに含まれる Enteprise Bean の
属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーションの設定については，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

5.7.1

Stateless Session Bean のプーリング

Stateless Session Bean のプーリングは，クライアント側からのアクセス量に応じて
Stateless Session Bean をプーリングする機能です。EJB コンテナでは Stateless
Session Bean ごとにプールを作成して管理します。最大値※，最小値を指定することで，
プーリングの動作をカスタマイズできます。
J2EE アプリケーション開始時には，最小値分の Stateless Session Bean が生成され，
プーリングされます。プーリングされた Stateless Session Bean は method-ready 状態
で，クライアントからアクセスされるとすぐに実行されます。プーリングされる
Stateless Session Bean の数は，クライアントからのアクセス量に応じて，最大値と最小
値の間になります。
この Stateless Session Bean に対するクライアント要求数が最大数を超えると，インス
タンスが使用できるようになるまで実行が待たされます。
注※
Stateless Session Bean でのプーリングの最大値は，クライアントが同時に確立でき
る最大セッション数となります。

5.7.2

Entity Bean のプーリング

Entity Bean のプーリングは，クライアント側からのアクセス量に応じて Entity Bean
をプーリングする機能です。EJB コンテナでは，Entity Bean ごとにプールを作成して
管理します。最大値，最小値を指定することで，プーリングの動作をカスタマイズでき
ます。
J2EE アプリケーション開始時には，最小値分の Entity Bean が生成され，プーリング
されます。プーリングされる Entity Bean の数は，クライアントからのアクセス量に応
じて，最大値と最小値の間になります。
さらに，プーリングされた Entity Bean の状態には，ready 状態と pool 状態の二つがあ
ります。
ready 状態の Entity Bean
データがデータベース上からインスタンス中に読み込まれた状態のもので，Entity
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Bean としてのアイデンティティを持っています。ready 状態のものは，クライアン
トからアクセスされた時点ですでに実行可能状態になっています。
pool 状態の Entity Bean
データがデータベース上からインスタンス中に読み込まれていない状態のもので，
Entity Bean としてのアイデンティティを持っていません。pool 状態のものは，一
度活性化され，ready 状態になってから実行可能状態になります。
ready 状態の Entity Bean が多くなると，幾つかが非活性化され，pool 状態になります。
ただし，このとき，ready 状態の Entity Bean の中でトランザクション中のものについ
ては，非活性化の対象になりません。

5.7.3

Message-driven Bean のプーリング

Message-driven Bean のプーリングは，メッセージの数に応じて Message-driven Bean
をプーリングする機能です。最大値を指定することで，プーリングの動作をカスタマイ
ズできます。
JMS からの要求に従って，プール内のインスタンスの最大数に指定した値分のインスタ
ンスが，デプロイ時に生成されます。
インスタンスは，JMS からの要求に従って破棄されます。
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5.8 Enterprise Bean へのアクセス制御
EJB コンテナでは，J2EE サービスのセキュリティ管理機能によって，クライアントか
ら Enterprise Bean へのアクセスを制御できます。
なお，Enterprise Bean へのアクセス制御以外のセキュリティ管理の機能については，
「5.12

5.8.1

セキュリティ管理」を参照してください。

Enterprise Bean へのアクセス制御の抑止

EJB コンテナでは，J2EE サービスのセキュリティ管理機能によって，Enterprise Bean
へのアクセスを制御できます。また，J2EE サーバのデフォルトの動作で，アプリケー
ションがアクセス制御の機能を利用していない場合でも，アクセス制御のための基本処
理が動作します。
これに対して，Enterprise Bean へのアクセス制御を抑止するオプション（Enterprise
Bean へのアクセス制御の抑止オプション）を使用すると，ビジネスメソッド呼び出し時
に呼び出し元の実行権限のチェックを抑止できます。チェックを抑止すると，EJB コン
テナではアクセス制御のための処理がまったく実施されないため，Enterprise Bean のビ
ジネスメソッドの呼び出し処理が軽くなります。このため，アクセス制御の機能を利用
しない場合は，抑止オプションを使用することをお勧めします。
ただし，アクセス制御の抑止オプションを利用した J2EE サーバから，異なる J2EE
サーバ上のアクセス制御機能を利用した Enterprise Bean を呼び出す場合は，エラーが
発生するので注意してください。
Enterprise Bean へのアクセス制御の抑止の設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタ
マイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus
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5.9 EJB コンテナでのタイムアウトの設定
EJB コンテナでは，次に示すタイムアウトを設定できます。
• Stateful Session Bean のタイムアウト
• Entity Bean の EJB オブジェクトのタイムアウト
• RMI-IIOP 通信のタイムアウト
• インスタンス取得待ちのタイムアウト
これらのタイムアウトについて説明します。

5.9.1 タイムアウトの種類
EJB コンテナで設定できるタイムアウトの種類，タイムアウト機能の概要，および参照
先を次の表に示します。
表 5-19

タイムアウトの種類

タイムアウトの種類

タイムアウトの概要

Stateful Session Bean のタイムアウ
ト

Stateful Session Bean が最後にアクセスさ
れた時点からのタイムアウト時間を設定し
ます。指定された時間が経過したものを削
除します。

5.9.2

Entity Bean の EJB オブジェクトの
タイムアウト

非活性化された Entity Bean に結び付く
EJB オブジェクトにタイムアウト時間を設
定します。指定された時間が経過したもの
を削除します。

5.9.3

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

EJB クライアント− CORBA ネーミング
サービス間，および EJB クライアント−
Enterprise Bean 間の通信にタイムアウト
時間を設定します。

5.9.4

インスタンス取得待ちのタイムアウ
ト

Stateless Session Bean，Entity Bean に，
リクエスト受信時のインスタンス取得の待
ち時間にタイムアウト時間を設定します。

5.9.5

5.9.2

参照先

Stateful Session Bean のタイムアウト

Stateful Session Bean が最後にアクセスされた時点からの経過時間を監視し，指定され
た時間が経過してもクライアントからアクセスされない場合，タイマによって Stateful
Session Bean を削除する機能です。EJB コンテナでは，タイムアウト時間を指定できま
す。ただし，トランザクション中の Stateful Session Bean については，削除の対象にな
りません。
なお，タイムアウトによって削除された Stateful Session Bean を呼び出すと，インタ
フェースの種類によって，次の例外が送出されます。
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• リモートコンポーネントインタフェースの場合
java.rmi.NoSuchObjectException が送出されます。
• ローカルコンポーネントインタフェースの場合
java.ejb.NoSuchObjectLocalException が送出されます。
• ビジネスインタフェースの場合
javax.ejb.NoSuchEJBException が送出されます。ただし，ビジネスインタフェース
が java.rmi.Remote を継承している場合は，java.rmi.NoSuchObjectException が送
出されます。
Stateful Session Bean のタイムアウトの設定は，J2EE アプリケーションに含まれる
Session Bean の属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーションの設定
については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

5.9.3

Entity Bean の EJB オブジェクトのタイムアウト

非活性化された Entity Bean に結び付く EJB オブジェクトのうち，指定された時間が経
過したものを削除する機能です。EJB コンテナでは，タイムアウト時間を指定できます。
なお，タイムアウトによって EJB オブジェクトを削除された Entity Bean を呼び出した
場合，例外（java.rmi.NoSuchObjectException）が発生します。
ローカルインタフェースの EJB ローカルオブジェクトも同様にタイムアウトによる削除
対象になります。Entity Bean が EJB オブジェクト，EJB ローカルオブジェクトの両方
を持つ場合，非活性化された Entity Bean に対するアクセスが，指定された時間内にど
ちらのインタフェースからもないときは，EJB オブジェクト，EJB ローカルオブジェク
トを削除します。削除された EJB ローカルオブジェクトを呼び出した場合，例外
（javax.ejb.NoSuchObjectLocalException）が発生します。
Entity Bean の EJB オブジェクトのタイムアウトの設定は，J2EE アプリケーションに
含まれる Entity Bean の属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプリケーショ
ンの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくだ
さい。

5.9.4

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

EJB クライアント− CORBA ネーミングサービス間，EJB クライアント− Enterprise
Bean 間の通信に対して，タイムアウトを設定できます。また，EJB クライアントと
J2EE サーバの間に CTM を配置している場合，通信タイムアウトは，EJB クライアン
ト− CTM 間，および CTM − J2EE サーバ間に設定できます。
RMI-IIOP の通信のタイムアウトには，EJB コンテナが RMI-IIOP の通信基盤として利
用する Cosminexus TPBroker のリクエストタイムアウト機能を利用します。
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（1） タイムアウトを設定できる RMI-IIOP 通信
タイムアウトを設定できる RMI-IIOP 通信を，CTM 連携ありの場合となしの場合につい
て図に示し，タイムアウトの設定範囲について説明します。
図 5-12

タイムアウトを設定できる通信（CTM 連携ありの場合）

図 5-13

タイムアウトを設定できる通信（CTM 連携なしの場合）

RMI-IIOP 通信のタイムアウトは，図の A，B，C の 3 か所に設定できます。
• A の場合
図 5-12 または図 5-13 の，項番 1. 〜 6. の RMI-IIOP 通信すべてにタイムアウトが有
効になります。タイムアウトの設定は，定義ファイルで行います。定義ファイルでの
設定方法については，「(4)(a)

プロパティで設定する方法」を参照してください。

• B の場合
図 5-12 または図 5-13 の，項番 1.，2. の CORBA ネーミングサービスとの通信にタイ
ムアウトが有効になります。タイムアウトの設定は，定義ファイルで行います。定義
ファイルでの設定方法については，「(4)(a) プロパティで設定する方法」を参照して
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ください。
• C の場合
図 5-12 または図 5-13 の，項番 4. 〜 6. の API の通信にタイムアウトが有効になりま
す。
EJB クライアントアプリケーションでの create 〜ビジネスメソッド〜 remove までの
API の通信のタイムアウト時間の設定は，アプリケーション開発時に API
（RequestTimeoutConfigFactory クラスおよび RequestTimeoutConfig クラスのメ
ソッド）によって設定します。API での設定方法については，「(4)(b)

API で設定す

る方法」を参照してください。

（2） 通信タイムアウトの設定範囲とタイミング
この機能による通信タイムアウトは，ORB に対して設定します。つまり，ORB 配下の
すべての RMI-IIOP 通信に対して設定されます。
設定のタイミングは，クライアント起動後の最初の new javax.naming.InitialContext()
実行時です。
CORBA ネーミングサービスを利用しない場合でも，この機能を利用するときは，new
javax.naming.InitialContext() をクライアントの処理の最初で実行してください。

（3） 通信タイムアウト発生時のクライアントの処理
クライアントからのリクエストに対してプロパティ指定値以内にレスポンスが返らない
場合，該当リクエストはタイムアウトとしてキャンセルされます。この機能によって通
信タイムアウトが発生した場合，java.rmi.RemoteException
（org.omg.CORBA.TIMEOUT）の例外が発生します。この機能を利用するクライアント
では，Enterprise Bean のビジネスメソッド呼び出しなどで，この例外が発生することを
考慮する必要があります。

（4） 通信タイムアウトの設定方法
タイムアウトの設定は，設定する範囲によって，定義ファイルのプロパティ，または
Cosminexus が提供する API のどちらかで行います。プロパティで設定する方法と API
で設定する方法の概要を説明します。
（a） プロパティで設定する方法
図 5-12，図 5-13 の A または B を設定する方法です。プロパティで設定する場合，タイ
ムアウトの設定方法は Enterprise Bean がどこから呼び出されるかによって異なります。
設定は，呼び出し元（EJB クライアント側）の J2EE サーバ，Web コンテナサーバまた
は EJB クライアントアプリケーションのプロパティとして設定します。
次に，Enterprise Bean を呼び出す EJB クライアントの形態ごとの設定方法を示します。
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● Enterprise Bean の場合
クライアント側の Enterprise Bean が動作する J2EE サーバのプロパティをカスタマイ
ズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
● JSP，サーブレットの場合
クライアント側の JSP，サーブレットが動作する J2EE サーバのプロパティをカスタマ
イズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
● EJB クライアントアプリケーションの場合
EJB クライアントアプリケーションの実行時に有効なプロパティとして設定します。
EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
（b） API で設定する方法
図 5-12，図 5-13 の C を設定する方法です。API で設定する場合，
com.hitachi.software.ejb.ejbclient パッケージの API を利用します。API の機能と文法
については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

RMI-IIOP の通信タイムアウトは，クライアントのプロセス起動後の，最初の
InitialContext 生成時にプロパティに指定した値が設定されます。ネーミングサービスを
利用しない場合でも，RMI-IIOP の通信タイムアウトを設定する場合は，InitialContext
を生成する必要があります。
ネーミングサービスの通信タイムアウトを設定する場合は，InitialContext 生成や
lookup などの，JNDI の API 呼び出し時にプロパティに指定した値が設定されます。

（5） 通信タイムアウト設定時の注意事項
通信タイムアウト設定時の注意事項について説明します。
● 通信タイムアウトの定義が重複している場合の注意事項
図 5-12 および図 5-13 の A の範囲と B の範囲の両方に通信タイムアウトを設定してい
る場合，および A の範囲と C の範囲に通信タイムアウトを設定している場合は次のよ
うに動作します。
• A の範囲と B の範囲の両方に通信タイムアウトを設定している場合の動作
A の範囲と B の範囲の両方に通信タイムアウトを設定している場合，通信タイムア
ウトは次の図のようになります。
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図 5-14

A の範囲と B の範囲の両方に通信タイムアウトを設定している場合の動作

• A の範囲と C の範囲の両方に通信タイムアウトを設定している場合の動作
A の範囲と C の範囲の両方に通信タイムアウトを設定している場合，C の範囲の通
信タイムアウト設定が有効となります。
● クライアント実装時の注意事項
RMI-IIOP の通信タイムアウト，ネーミングサービスの通信タイムアウトと同時に，
クライアントからのリクエストに対して指定値以内にレスポンスが返らない場合，該
当するリクエストはタイムアウトとしてキャンセルされます。このとき，例外
java.rmi.RemoteException（org.omg.CORBA.TIMEOUT など）や
javax.naming.NamingException が送出されます。通信タイムアウトを利用するクラ
イアントを実装する場合，Enterprise Bean のメソッド呼び出しや JNDI の API など
でこれらの例外が発生することを考慮してください。
● タイムアウト発生後のサーバ側の動作についての注意事項
クライアントからのリクエストがサーバ（ネーミングサービスや Enterprise Bean）
に到着したあとに，サーバ側の処理中にタイムアウトが発生すると，クライアントに
例外が返されます。ただし，タイムアウト発生後もサーバ側では正常に処理が継続さ
れるため，Enterprise Bean のインスタンスの破棄や，リソースコネクションなどの
資源の解放はされません。
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5.9.5 インスタンス取得待ちのタイムアウト
EJB コンテナは，リクエストを受け付けるとインスタンスの割り当てをします。割り当
て時に，インスタンスプール（Stateless Session Bean の method-ready プールおよび
Entity Bean の pool プール）に最大値が指定されている場合で，すべてのインスタンス
でほかのリクエストを処理しているときには，インスタンスの取得待ちが発生します。
この待ち時間に，タイムアウトを設定できます。
タイムアウトを設定していると，設定した時間内にインスタンスが取得できない場合は，
クライアントに例外が返ります。
インスタンス取得待ちのタイムアウトの設定は，J2EE アプリケーションに含まれる
Session Bean または Entity Bean の属性（プロパティ）として設定します。J2EE アプ
リケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参
照してください。
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5.10 Timer Service の機能
Timer Service とは，指定した時刻，経過時間，または間隔で Enterprise Bean を呼び出
す機能です。この機能は EJB コンテナが提供します。Timer Service を使用すると，マ
シン負荷が低い時間を指定したバッチ処理や，一定間隔での日次処理など，時刻を指定
した処理を容易に実行できます。
ここでは，Timer Service で設定できるタイムアウトの内容や，タイムアウトを設定する
EJB タイマの動作，Timer Service の運用などについて説明します。

5.10.1

Timer Service の概要

Timer Service で設定できるタイムアウトや Timer Service のサポート範囲，Timer
Service でのトランザクション管理について説明します。

（1） Timer Service と EJB タイマ
Timer Service は，J2EE に規定された API を使用して，Enterprise Bean から操作しま
す。時刻を指定した処理を行うには，EJB タイマを生成します。EJB タイマにはタイム
アウト時刻を指定します。生成された EJB タイマは，EJB コンテナに管理され，タイム
アウト時刻になると，EJB コンテナによって Enterprise Bean のメソッドがコールバッ
クされます。この際にコールバックされるメソッドを，タイムアウトメソッドと呼びま
す。
Timer Service の処理の概要を次の図に示します。
図 5-15
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（2） EJB タイマの種別
EJB タイマに設定できるタイマ種別には次の 2 種類があります。
● single-event タイマ
タイムアウトメソッドを 1 回だけ実行するための EJB タイマです。
タイムアウトの設定には，タイムアウトメソッドを実行する時刻を指定する方法と，
EJB タイマ生成メソッドを呼び出してからタイムアウトメソッドを実行するまでの時
間を指定する方法があります。
● interval タイマ
一定間隔で，繰り返しタイムアウトメソッドを実行するための EJB タイマです。
タイムアウトの設定には，1 回目のタイムアウトメソッドを実行する時刻を指定する
方法と，EJB タイマ生成メソッドを呼び出してから 1 回目のタイムアウトメソッドを
実行するまでの時間を指定する方法があります。また，この設定のほかに，2 回目以
降のタイムアウトメソッドを実行するためのタイムアウトの間隔を指定します。この
間隔は，タイムアウトから次のタイムアウトまでの間隔です。
EJB タイマに設定できるタイマ種別と設定例を次の表に示します。
表 5-20

EJB タイマに設定できるタイマ種別と設定例

タイマ種別
single-event

設定例
2006/4/15

12：00

24 時間後
interval

2006/4/1
隔

説明
2006/4/15 12：00 にタイムアウトメソッド
を 1 回だけ実行します。
EJB タイマが生成されてから 24 時間後に，
タイムアウトメソッドを 1 回だけ実行します。

12：00 から 24 時間間

24 時間後から 10 時間間隔

2006/4/1 12：00 に 1 回目のタイムアウトメ
ソッドを実行します。そのあと，24 時間間隔
でタイムアウトメソッドを繰り返し実行しま
す。
EJB タイマが生成されてから 24 時間後に，1
回目のタイムアウトメソッドを実行します。
そのあと，10 時間間隔でタイムアウトメソッ
ドを繰り返し実行します。

single-event タイマと interval タイマの動作を次の図に示します。この図では，2：00
にタイムアウトメソッドを 1 回だけコールバックする single-event タイマと，2：00 か
ら 2 時間間隔でタイムアウトメソッドをコールバックする interval タイマの動作を示し
ています。
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図 5-16

single-event タイマと interval タイマの動作

（3） Timer Service のサポート範囲
J2EE の仕様で規定されている，Timer Service の機能のサポート状況を次の表に示しま
す。
表 5-21

J2EE の仕様で規定されている Timer Service の機能のサポート状況

J2EE の仕様で規定されている Timer Service の機能

サポート状況

トランザクション

○

EJB タイマ永続性

×※

TimerService オブジェクトの取得（DI，JNDI ルックアップ，EJBContext）

○

タイムアウトメソッドの指定 ( アノテーション，TimedObject 実装 )

○

タイムアウトメソッドの指定（DD による指定）

×

（凡例） ○：利用できる
注※

×：利用できない

障害などで J2EE サーバを再起動したときは，再起動前に使用していた EJB タイマは引き継

がれません。J2EE サーバ起動時に EJB タイマを自動で生成する場合は，
「付録 E

J2EE サーバ起

動時の EJB タイマの自動生成」を参照してください。

Enterprise Bean の種別ごとに，Timer Service の機能のサポート状況を次の表に示しま
す。
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Enterprise Bean の種別ごとの，Timer Service の機能のサポート状況

Timer Service の機能

Message-driv
en Bean

Session Bean

Entity Bean

Stateful Session
Bean

Stateless
Session Bean

TimerService オブジェク
トの取得

×

−

○

×

Timer Service に関するオ
ブジェクト
（TimerService，Timer，
TimerHandle）の操作

×

○

○

×

（凡例） ○：利用できる

×：利用できない

−：利用できない（J2EE 仕様）

（4） Timer Service でのトランザクション管理
Timer Service は，トランザクションをサポートしています。具体的には，EJB タイマ
の生成，EJB タイマの削除，およびタイムアウトメソッドがトランザクションに対応し
ています。ここでは，タイムアウトメソッドのトランザクション管理について説明しま
す。
EJB タイマの生成と EJB タイマの削除については，「5.10.2

EJB タイマの生成と削除」

を参照してください。
（a） タイムアウトメソッドに設定できるトランザクション属性
タイムアウトメソッドには，トランザクション管理に BMT または CMT を選択できま
す。
CMT の場合に，タイムアウトメソッドに指定できるトランザクション属性を次に示しま
す。
• Required 属性
• RequiresNew 属性
• NotSupported 属性
これ以外の属性が指定された場合，J2EE アプリケーションの開始に失敗します。
（b） タイムアウトメソッドのコールバックに対するトランザクション管理
タイムアウトメソッドに，CMT で Required 属性または RequiresNew 属性を指定した
場合，タイムアウトメソッドのコールバック中にトランザクションがロールバックする
と，コールバックをリトライします。コールバックのリトライについては「5.10.3(1)(b)
タイムアウトメソッドのコールバックリトライ」を参照してください。
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5.10.2

EJB タイマの生成と削除

Timer Service によって指定した時刻に処理を実行するには，EJB タイマを生成します。
また，EJB タイマによる処理の実行を停止するには，EJB タイマを削除します。EJB タ
イマの生成，削除のタイミングは，EJB タイマの種別や，トランザクションの管理下で
処理が実行されるかどうかによって異なります。ここでは，EJB タイマの生成と削除の
タイミング，および EJB タイマの生成時と削除時のタイムアウトメソッドのコールバッ
クの動作について説明します。

（1） EJB タイマの生成
EJB タイマ生成では，EJB タイマ生成メソッド（javax.ejb.TimerService オブジェクト
の createTimer メソッド）によって，EJB タイマが一つ生成されます。EJB タイマが生
成されると，指定した時刻にタイムアウトが発生してタイムアウトメソッドがコール
バックされます。
（a） タイムアウト時刻のカウント
EJB タイマ生成時に，EJB タイマを呼び出してから 1 回目のタイムアウトメソッドを実
行するまでの時間を指定している EJB タイマの場合，時間のカウントは，EJB タイマ生
成メソッドが呼ばれた時刻を基点に開始されます。EJB タイマの生成とカウントの開始
について次の図に示します。
図 5-17

EJB タイマの生成とカウントの開始

（b） EJB タイマ生成とタイムアウトメソッドのコールバック実行のタイミング
EJB タイマが生成されるタイミングおよびタイムアウトメソッドがコールバックされる
タイミングは，EJB タイマ生成がトランザクションの管理下で行われるかどうかによっ
て異なります。
EJB タイマ生成がトランザクションの管理下で行われる場合
EJB タイマは，トランザクションがコミットした時に生成されます。
タイムアウトメソッドのコールバックが実行されるタイミングは，トランザクショ
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ンがコミットしたあとにタイムアウト時刻となる EJB タイマの場合と，トランザク
ションがコミットする前にタイムアウト時刻となる EJB タイマの場合とで異なりま
す。なお，トランザクションがロールバックされた場合は，EJB タイマの生成は取
り消されます。
• トランザクションがコミットしたあとにタイムアウト時刻となる EJB タイマの場
合
指定した時刻どおりにタイムアウトメソッドがコールバックされます。EJB タイ
マ生成とコールバックの実行について次の図に示します。
図 5-18

EJB タイマ生成とコールバックの実行（トランザクションがコミットしたあと
にタイムアウト時刻となる EJB タイマの場合）

この図では，EJB タイマ生成メソッドが呼ばれた時点から，タイムアウト時刻ま
でのカウントが開始され，指定した時刻どおりにタイムアウトメソッドがコール
バックされます。EJB タイマが生成されるのは，トランザクションコミット時で
す。
• トランザクションがコミットする前にタイムアウト時刻となる EJB タイマの場合
トランザクションがコミットした直後にタイムアウトメソッドがコールバックさ
れます。EJB タイマ生成とコールバックの実行について次の図に示します。
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図 5-19

EJB タイマ生成とコールバックの実行（トランザクションがコミットする前に
タイムアウト時刻となる EJB タイマの場合）

この図では，EJB タイマ生成メソッドが呼ばれた時点から，タイムアウト時刻ま
でのカウントが開始され，トランザクションコミットの前にタイムアウト時刻に
なります。トランザクションコミット時まで EJB タイマは生成されないため，タ
イムアウト時刻になってもタイムアウトメソッドはコールバックされません。ト
ランザクションがコミットした直後にコールバックされます。
EJB タイマ生成がトランザクションの管理下で行われない場合
EJB タイマは EJB タイマ生成メソッドが呼ばれた直後に生成されます。
トランザクションの管理下でない場合の EJB タイマ生成について次の図に示しま
す。
図 5-20

EJB タイマ生成とコールバックの実行（トランザクションの管理下でない場合）

この図では，EJB タイマ生成メソッドが呼ばれた直後に EJB タイマが生成されます。そ
のあと，指定した時刻どおりにタイムアウトメソッドがコールバックされます。

（2） EJB タイマの削除
EJB タイマを削除するには，EJB タイマキャンセルを行います。
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なお，single-event タイマの場合は，タイムアウトメソッドのコールバック完了時に
EJB タイマが削除されます。interval タイマの場合，EJB タイマキャンセルが行われる
まで EJB タイマは削除されません。
EJB タイマキャンセルでは，EJB タイマキャンセルメソッド（javax.ejb.Timer オブジェ
クトの cancel メソッド）によって，EJB タイマが一つ削除されます。EJB タイマが削
除されると，それ以降のコールバックは実行されません。EJB タイマキャンセルによっ
て EJB タイマが削除されるタイミングは，EJB タイマキャンセルがトランザクションの
管理下で行われるかどうかによって異なります。
EJB タイマキャンセルがトランザクションの管理下で行われる場合
EJB タイマは，トランザクションのコミット時に削除されます。そのため，EJB タ
イマキャンセルメソッドが呼ばれてから，トランザクションがコミットするまでの
間にタイムアウト時刻になることがあります。
トランザクションがロールバックされた場合は，EJB タイマキャンセルは取り消さ
れます。
EJB タイマキャンセルがトランザクションの管理下で行われない場合
EJB タイマは，EJB タイマキャンセルメソッドが呼ばれた直後に削除されます。

参考
J2EE アプリケーションの停止時には，停止対象の J2EE アプリケーションの EJB タイマ
はすべて削除されます。J2EE サーバの停止または異常終了時には，J2EE サーバ上の EJB
タイマはすべて削除されます。

5.10.3

Timer Service の運用

Timer Service の運用で使用する機能，および注意事項について説明します。

（1） Timer Service の運用機能
Timer Service の運用で使用する機能について説明します。運用機能には次の二つがあり
ます。
• タイムアウトメソッドのコールバックスレッド数制御機能
• タイムアウトメソッドのコールバックリトライ機能
これらの機能は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定します。設定するプ
ロパティについては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の J2EE サーバ
の動作設定のカスタマイズに関する説明を参照してください。
（a） タイムアウトメソッドのコールバックスレッド数制御機能
タイムアウトメソッドのコールバックを処理するスレッドを，J2EE サーバ全体で同時に
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幾つ実行するかを設定します。これをコールバック最大スレッド数といいます。
複数の EJB タイマが同時にタイムアウトした場合，タイムアウトメソッドのコールバッ
クの最大スレッド数の設定によって，次のような動作になります。
● コールバック最大スレッド数：1（デフォルト）の場合
コールバック処理は順次行われます。そのため，EJB タイマに設定した時刻よりも遅
れてコールバック処理が開始されることがあります。
● コールバック最大スレッド数：2 以上の場合
設定した数だけ並行してコールバック処理が実行されます。最大スレッド数を増加さ
せた場合，その分だけリソースを消費するため，並行に実行させたいスレッド数を適
切に設定してください。
コールバック最大スレッド数の設定とコールバック処理の関係について次の図に示しま
す。
図 5-21

コールバック最大スレッド数の設定とコールバック処理の関係

この図の場合，EJB タイマ 1 のタイムアウトの 1 分後に，EJB タイマ 2 のタイムアウト
になる設定にしています。コールバック最大スレッド数を 1 に設定した場合は，EJB タ
イマ 1 のコールバック処理が終了したあと，EJB タイマ 2 のコールバック処理が開始さ
れます。コールバック最大スレッド数を 2 に設定した場合は，二つのコールバックを並
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行して処理できるため，設定どおりに EJB タイマ 1 の 1 分後に EJB タイマ 2 のコール
バック処理が開始されます。

！

注意事項
コールバックのスレッド数に余裕がある場合でも Enterprise Bean のインスタンスが不足し
ていると，インスタンスが解放されるのを待ってコールバック処理が行われます。そのた
め，コールバックするインスタンス数を考慮して Enterprise Bean インスタンスプールを設
定してください。

（b） タイムアウトメソッドのコールバックリトライ
タイムアウトメソッドのコールバックに失敗した場合は，コールバックをリトライしま
す。
コールバックが失敗する要因として次のケースが考えられます。
• タイムアウトによるコールバック時に，非検査例外（java.lang.RuntimeException，
java.lang.Error およびそれらのサブクラス）がスローされた場合
• タイムアウトメソッドが CMT の Required 属性または RequiresNew 属性で，そのト
ランザクションがロールバックした場合
コールバックのリトライを行うには，次の二つを設定します。
リトライ回数
リトライする回数を設定します。0 を設定した場合は，リトライしません。また，
リトライ実行回数が設定したリトライ回数に達すると，そのタイムアウトでのリト
ライは行いません。
リトライの実行間隔
コールバックが失敗してから，リトライのコールバックを行うまでの時間を設定し
ます。

（2） Timer Service の運用に関する注意事項
Timer Service を利用する場合の注意事項について説明します。
● Timer Service を利用した場合，EJB タイマに指定した時刻と，実際にタイムアウト
メソッドがコールバックされる時刻に差が生じることがあります。この場合，次の要
因が考えられます。
• ガーベージコレクションの実行
EJB タイマで指定した時刻に，JavaVM でガーベージコレクションが実行された場
合，ガーベージコレクションの処理が優先されます。ガーベージコレクションが終
了してからタイムアウトメソッドがコールバックされるため，指定した時刻との差
異が生じることがあります。
• プラットフォームやハードウェア環境
Timer Service では，JavaVM の時間を使用します。JavaVM の時間は，プラット
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フォームやハードウェア環境に依存します。コールバックも JavaVM の時間に従っ
て実行されるため，指定した時刻との差異が生じることがあります。
● J2EE サーバが稼働するマシンで，NTP クライアントソフトウェアなどによってシス
テム時刻が修正された場合，登録済みの EJB タイマのタイムアウト時刻は次のような
動作になります。
• single-event タイマの場合
修正前のシステム時刻が継続されているものとして，タイムアウトが発生します。
• interval タイマの場合
修正後，修正前のシステム時刻が継続されているものとして 1 回目のタイムアウト
が発生します。2 回目以降は，修正後のシステム時刻に従ってタイムアウトが発生
します。

5.10.4

EJB タイマとコールバックの動作についての注意事
項

次の場合の EJB タイマの動作およびコールバックの動作について説明します。
• EJB タイマに過去の時刻が指定された場合
• 一つの Enterprise Bean のクラスで複数の EJB タイマを設定している場合
• タイムアウト時に，前回のコールバックが終了していない場合
• 複数スレッドから EJB タイマキャンセルが呼ばれた場合
• コールバック実行中に EJB タイマキャンセルが呼ばれた場合
• コールバック時に，EJB タイマキャンセルを行った未決着トランザクションがある場
合

（1） EJB タイマに過去の時刻が指定された場合
EJB タイマに過去の時刻が指定された場合，single-event タイマのときは EJB タイマの
生成直後に 1 回タイムアウトメソッドをコールバックします。interval タイマの場合は，
EJB タイマ生成後の時刻に発生するタイムアウト時にタイムアウトメソッドをコール
バックします。EJB タイマに過去の時刻が指定された場合の動作を次の図に示します。

386

5.

図 5-22

EJB コンテナ

EJB タイマに過去の時刻が指定された場合の動作

single-event タイマの場合
2：00 にタイムアウトが発生する single-event タイマが，すでにタイムアウトの時
刻を過ぎた 4：15 に生成された場合，生成直後に 1 回タイムアウトメソッドをコー
ルバックします。
interval タイマの場合
2：00 から 2 時間間隔でタイムアウトが発生する interval タイマが，すでにタイム
アウトの時刻を過ぎた 4：15 に生成された場合，それ以降の時刻に発生するタイム
アウト時（1 回目は 6：00）にタイムアウトメソッドをコールバックします。

（2） 一つの Enterprise Bean のクラスで複数の EJB タイマを設定してい
る場合
一つの Enterprise Bean クラスに対して，複数の EJB タイマがある場合に，それらの複
数の EJB タイマのコールバックが重なったときは，コールバック処理が並列に行われま
す。ただし，並列に処理できるコールバックスレッドや Enterprise Bean インスタンス
がある場合に限ります。このようなコールバックスレッドやインスタンスがない場合は，
スレッドやインスタンスが解放されるまで待ちます。

（3） タイムアウト時に，前回のコールバックが終了していない場合
一つの EJB タイマで同時に実行できるコールバックは一つだけです。タイムアウトメ
ソッドの処理は，処理内容によっては時間が長く掛かることがあります。そのため，
interval タイマの場合，コールバック処理の実行中に次のタイムアウトの時刻を過ぎて
しまい，一つのコールバックが完了するまでに複数のタイムアウト時刻を経過すること
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があります。この場合，タイムアウトの時刻どおりに実行されなかったコールバック処
理は行わないで，前回のコールバックが終了した時刻よりあとに発生するタイムアウト
のコールバック処理を行います。
コールバック時に，前回のコールバックが終了していない場合の動作を次の図に示しま
す。
図 5-23

コールバック時に前回のコールバックが終了していない場合の動作

この図の場合，1 分間隔でタイムアウトが発生してコールバック処理を実行する設定にし
ています。1 回目のコールバックの処理中に，2 回目と 3 回目のタイムアウトの時刻を過
ぎてしまった場合，1 回目のコールバック処理が終了したあとの，次のタイムアウト時刻
（予定では 4 回目のタイムアウトの時刻）に 2 回目のコールバック処理を行います。タイ
ムアウト時刻を過ぎてしまった 2 回分のコールバック処理は行われません。

（4） 複数スレッドから EJB タイマキャンセルが呼ばれた場合
同時に複数のスレッドから，同一 EJB タイマの EJB タイマキャンセルメソッドが呼ば
れた場合，キャンセルの処理は順次行われます。
ただし，トランザクション管理下で EJB タイマキャンセルが行われた場合，トランザク
ションが決着するまでは，EJB タイマが削除されるかどうかを確定できません。そのた
め，そのほかのスレッドが同じ EJB タイマのキャンセルを行うと，排他待ちとなりま
す。
同時に複数のスレッドから，同一の EJB タイマのキャンセルが呼ばれた場合の動作を次
の図に示します。
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複数スレッドからの EJB タイマのキャンセル

（5） コールバック実行中に EJB タイマキャンセルが呼ばれた場合
EJB タイマのキャンセル時に，タイムアウトメソッドのコールバックが実行中の場合，
次のような動作になります。
● EJB タイマキャンセルメソッドの呼び出しは正常終了します。
● タイムアウトメソッドのコールバック処理は継続して実行されますが，コールバック
完了後に次の動作をします。
• タイムアウトメソッドが CMT のトランザクションを使用している場合，そのトラ
ンザクションはロールバックされます。
• タイムアウトメソッドが CMT のトランザクションを使用していない場合，コール
バック中に行われたトランザクションの決着には関与しません。
● 通常ではコールバックをリトライする次のケースで終了した場合でも，リトライしま
せん。
• CMT のトランザクションがロールバックされた場合
• 非検査例外がスローされた場合
● コールバック完了時に，メッセージログにメッセージが出力されます。
• タイムアウトメソッドが CMT のトランザクションを使用している場合，
KDJE43161-W が出力されます。
• タイムアウトメソッドが CMT のトランザクションを使用していない場合は，
KDJE43160-W が出力されます。
● CMT のトランザクションを使用するタイムアウトメソッドのコールバック実行中に，
別のトランザクションから EJB タイマキャンセルが行われた場合と，CMT のトラン
ザクションを使用するタイムアウトメソッドの中で EJB タイマキャンセルが行われた
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場合では動作が異なります。
• CMT のトランザクションを使用するタイムアウトメソッドのコールバック実行中
に，別のトランザクションから EJB タイマキャンセルが行われた場合の動作を次の
図に示します。
図 5-25

コールバック実行中のキャンセル

• CMT トランザクションを使用するタイムアウトメソッドの中で EJB タイマキャン
セルが行われた場合の動作を次の図に示します。
図 5-26
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この図の場合，実際に EJB タイマがキャンセルされるのは，タイムアウトメソッド
完了後です。このため，トランザクションがコミットした場合，EJB タイマはキャ
ンセルされます。トランザクションがロールバックした場合，EJB タイマは存続し
ます。

（6） コールバック時に，EJB タイマキャンセルを行った未決着トランザ
クションがある場合
EJB タイマキャンセルを行った未決着のトランザクション A が存在する場合，タイムア
ウトメソッドのコールバックの処理は，コールバック完了時からトランザクション A が
決着するまで排他待ちとなります。したがって，タイムアウトメソッドが CMT のトラン
ザクションの管理下にある場合，そのトランザクションの決着は，トランザクション A
が決着するまで待ちます。この場合の流れを次の図に示します。
図 5-27

5.10.5

キャンセルを行った未決着トランザクションがある場合のコールバックの動作

Timer Service を使用するアプリケーションの実装

Timer Service を使用する場合のアプリケーションの実装内容を示します。
● タイムアウトメソッドの指定
次に示すどちらかの方法で，コールバックするタイムアウトメソッドを指定します。
• タイムアウトメソッドとして利用するメソッドに，Timeout アノテーションを指定
します
• Enterprise Bean に TimedObject インタフェースを実装します。この場合，
TimedObject インタフェースで定義されている ejbTimeout メソッドがタイムアウ
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トメソッドとなります。
● javax.ejb.TimerService オブジェクトの取得
DI や EJBContext インタフェースの getTimerService メソッドや，JNDI の lookup
メソッドなどを使用して，TimerService オブジェクトを取得します。
● EJB タイマ（Timer）の生成
TimerService オブジェクトの createTimer メソッドを呼び出し，Timer を生成する
コードを実装します。
● EJB タイマ（Timer）のキャンセル
キャンセルする処理が必要な場合は，Timer をキャンセルするコードを実装します。
Timer は，javax.ejb.TimerService や javax.ejb.TimerHandle から取得します。
これらの処理を実装した例と，実装時の注意事項を示します。

（1） DI を使用した場合の実装例（タイムアウトメソッドを Timeout アノ
テーションで指定）
アノテーションを使用した場合の実装例を示します。この例では，Timeout アノテー
ション（@Timeout）でタイムアウトメソッド（myTimeout）を指定しています。
@Stateless public class TimerSessionBean{
@Resource TimerService timerService;
public void createMyTimer(long intervalDuration){
Timer timer = timerService.createTimer
(intervalDuration, "MyTimer");
}
@Timeout public void myTimeout(Timer timer) {
System.out.println("TimerSessionBean: myTimeout ");
}
public void cancelTimers(){
Collection<Timer> timers = timerService.getTimers();
for(Timer timer: timers) {
timer.cancel();
}
}
}

（2） EJBContext を利用した場合の実装例（TimedObject インタフェース
を実装）
EJBContext のサブクラスである SessionContext を利用して，TimerService オブジェ
クトを取得する例を示します。この例では，TimedObject インタフェースをインプリメ
ントして実装しています。
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public class TimerSessionBean implements SessionBean, TimedObject{
private SessionContext context;
public void createMyTimer(long intervalDuration) {
System.out.println("TimerSessionBean: start createTimer ");
TimerService timerService = context.getTimerService();
Timer timer = timerService.createTimer
(intervalDuration, "MyTimer");
}
public void ejbTimeout(Timer timer) {
System.out.println("TimerSessionBean: ejbTimeout ");
}
public void setSessionContext(SessionContext sc) {
context = sc;
}
}

（3） lookup を利用した場合の実装例（TimedObject インタフェースを実
装）
JNDI を使用して，TimerService オブジェクトを取得する例を示します。この例では，
TimedObject インタフェースをインプリメントして実装しています。
public class TimerSessionBean implements SessionBean, TimedObject{
private SessionContext context;
public void createMyTimer(long intervalDuration) {
System.out.println("TimerSessionBean: start createTimer ");
InitialContext context = new InitialContext();
TimerService timerService =
(TimerService)context.lookup("java:comp/TimerService");
Timer timer = timerService.createTimer
(intervalDuration, "MyTimer");
}
public void ejbTimeout(Timer timer){
System.out.println("TimerSessionBean: ejbTimeout ");
}
}

（4） Timer Service 実装時の注意事項
Timer Service を実装するときの注意事項を示します。
（a） createTimer メソッドの引数 info の指定
Timer オブジェクトの getInfo メソッドは，TimerService オブジェクトの createTimer
メソッドで引数 info に指定されたオブジェクト自体を戻り値とします。そのため，
getInfo メソッドの戻り値が createTimer メソッド実行時のオブジェクトと異なる状態で
ある場合があり，トラブルが生じやすくなっています。
これを防ぐために，createTimer メソッドで引数 info に指定するオブジェクトは String
や Integer などの不変オブジェクトにする，または引数 info に指定したオブジェクトの
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状態を変更しないことを推奨します。変更した場合には，getInfo メソッドの戻り値は変
更後のオブジェクトになります。
（b） DD および属性ファイルでのタイムアウトメソッド指定
DD や属性ファイルで <method> タグにタイムアウトメソッドを指定する場合は，次の
どちらかとしてください。
• <method> タグ直下に <method-intf> タグの定義を追加しない。
• <method-intf> タグの要素を空にする。
（c） Timer Service オブジェクトをサポートしていない種別の Bean から Timer Service
オブジェクトを取得しようとした場合の動作
Timer Service をサポートしない取得手段を次の表に示します。Timer Service をサポー
トしない種別の Bean やサーブレットから TimerService オブジェクトを取得しようとし
た場合，手段によって次のような動作をします。
表 5-23

Timer Service オブジェクトをサポートしていない種別の Bean から Timer
Service オブジェクトを取得しようとした場合の動作

TimerService オブジェクトの取得手段

動作

EJBContext#getTimerService

IllegalStateException 例外をスローします。

JNDI のルックアップ

NamingException 例外をスローします。

DI

デプロイに失敗します。

Timer Service をサポートしている種別の Bean は，タイムアウトメソッドを実装してい
るかどうかに関係なく，TimerService オブジェクトを取得できます。
（d） TimerService が提供する API の動作仕様
TimerService が提供する API を呼び出したときの動作のうち，EJB 仕様書で明確に示
されていない動作仕様があります。ここでは，javax.ejb.TimerService および
javax.ejb.Timer の Cosminexus での動作仕様を示します。
● javax.ejb.TimerService
javax.ejb.TimerService のメソッドを呼び出した Bean がタイムアウトメソッドを実
装している場合，およびタイムアウトメソッドを実装していないときの動作を，次の
表に示します。
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Bean から javax.ejb.TimerService の API を利用したときの動作
javax.ejb.TimerService のメソッドの種類

タイムアウトメソッドの
実装

createTimer

getTimers

実装している場合※

EJB タイマ生成処理を実行しま
す。

EJB タイマのコレクションを返
します。

実装していない場合

IllegalStateException 例外をス
ローします。

空のコレクションを返します。

注※
タイムアウトメソッドを実装している場合は，EJB の仕様どおりに動作します。

● javax.ejb.Timer の API
タイムアウトメソッドが実行している場合，および実行していない場合に，
javax.ejb.Timer に対してメソッドを呼び出したときの動作を，次の表に示します。
表 5-25

javax.ejb.Timer の API を利用したときの動作

タイムアウト
メソッドの実
行

実行していな
い場合※
実行している
場合

javax.ejb.Timer のメソッドの種類
cancel
「5.10.4 EJB
タイマとコー
ルバックの動
作についての
注意事項」を
参照してくだ
さい。

getHandle,
getInfo
仕様どおりに
動作します。

getNextTimeout

getTimeRemaining

次のタイムアウ
トが起こる時刻
を返します。

次のタイムアウトま
での時間を返します。

実行中のタイム
アウトの開始予
定時刻として登
録されていた時
刻を返します。

0 を返します。

注※
タイムアウトメソッドを実行していない場合は，EJB の仕様どおりに動作します。

参考
Cosminexus では，Timer Service のサンプルプログラムを提供しています。サンプルプロ
グラムの概要および実行方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」

の Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプログラムについての説明を参照してくだ
さい。
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5.11 EJB のリモートインタフェースの呼び出
し
ここでは，EJB のリモートインタフェースの呼び出しで使用できる機能について説明し
ます。

5.11.1

EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出
しの最適化

ここでは，EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出しの最適化について説明
します。

（1） ローカル呼び出しを最適化する範囲と動作
EJB のリモートインタフェースに定義されるメソッドの呼び出しは，RMI-IIOP で行わ
れますが，この呼び出しについてローカル呼び出し最適化を適用できます。
なお，EJB のローカルインタフェースに定義されるメソッドの呼び出しについては，
RMI-IIOP を利用しない，通常の Java のメソッド呼び出しとなるため，この機能は適用
外となります。
リモートインタフェースでのローカル呼び出しの最適化では，ローカル呼び出しを最適
化する範囲を選択できます。最適化する範囲は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイ
ズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

次に，ローカル呼び出し最適化機能の範囲および動作と，J2EE サーバのプロパティ
（usrconf.properties）のキーの指定値の対応を次の表に示します。
表 5-26

ローカル呼び出し最適化機能の範囲と動作
ejbserver.rmi.localinvocation.scope キー※の値

項目
all

app

none

ローカル呼び出し最
適化の範囲

同一 J2EE サーバ内と
なります。

同一アプリケーション内
となります。

範囲はありません。

スレッド構成

Caller と Callee は常に
同一スレッドとなりま
す。

同一アプリケーション内
でだけ Caller と Callee
は同一スレッドとなりま
す。

Caller と Callee は常に
別スレッドとなります。

クラスローダ構成

EJB はコンテナクラス
ローダ（J2EE サーバ単
位）でロードされます。

EJB はアプリケーションクラスローダ（アプリケー
ション単位）でロードされます。
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項目

ローカルトランザク
ション
注※

EJB コンテナ

all

app

none

J2EE サーバ内で利用で
きます。

同一アプリケーション内
で利用できます。

同一 J2EE コンポーネ
ント内で利用できます。

usrconf.properties に指定するキーです。

（2） 注意事項
● 同一アプリケーション内での処理で，EJB のリモートインタフェースのローカル呼び
出し最適化を適用する場合（usrconf.properties に
「ejbserver.rmi.localinvocation.scope=app」を指定する場合）
，次のプロバイダ URL
には同じホストを指定してください。
• J2EE サーバで使用するプロバイダ URL のホスト
• J2EE アプリケーションから使用するプロバイダ URL ホスト
ホストの指定が異なると，ローカル呼び出しの最適化が行われません。
また，同じホストを指定している場合でも，ホスト名に指定した文字列が異なると，
ローカル呼び出しの最適化は行われません。例えば，大文字と小文字の違いや，IP ア
ドレス指定とホスト名指定の違いなどがあると，ローカル呼び出しの最適化は行われ
ません。
● J2EE サーバが使用するプロバイダ URL は次の優先順位で決定されます。
ejbserver.naming.startupMode=inprocess の場合
1. vbroker.se.iiop_tp.host プロパティの値
2. InetAddress.getLocalHost().getHostName() の値
ejbserver.naming.startupMode=automatic の場合
1. InetAddress.getLocalHost().getHostName() の値
ejbserver.naming.startupMode=manual の場合
1. ejbserver.naming.host プロパティの値
2. InetAddress.getLocalHost().getHostName() の値
● J2EE アプリケーションから使用するプロバイダ URL は次の優先順位で決定されま
す。
1. ネーミング切り替え機能使用時に lookup に渡す引数部分
2. InitialContext 生成時に指定する java.naming.provider.url プロパティ
3. J2EE サーバが使用するプロバイダ URL

5.11.2

EJB のリモートインタフェースの値の参照渡し

通常，リモートインタフェースを持つ EJB メソッドを呼び出すとき，引数や戻り値をコ
ピーして値を渡しますが（pass by value）
，引数や戻り値を参照で返すこともできます
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（pass by reference）
。値を参照で渡す場合は，値をコピーして渡す場合より，負荷の軽
減が図れます。
ただし，値を参照で渡す場合は，引数や戻り値を直接参照するため，引数および戻り値
の変更や，参照渡しをするクライアントとアプリケーションの配置には注意が必要です。
java.io.Serializable インタフェースを実装したオブジェクトを，メソッドの引数や戻り
値に定義している場合，EJB のリモートインタフェースの値の参照渡しを適用すること
で，負荷の軽減を期待できます。オブジェクトの数やサイズが大きければより効果を期
待できます。
設定方法には次の二つがあります。どちらか一つの方法で設定していれば，値の参照渡
しが有効になります。
● EJB 単位で設定する方法
EJB 単位で機能の有効 / 無効を，Session Bean または Entity Bean の属性として定義
します。
● J2EE サーバ単位で設定する方法
J2EE サーバ単位で機能の有効 / 無効を，J2EE サーバのプロパティとして，一括して
定義します。

5.11.3

EJB のリモートインタフェースの通信障害発生時の
動作

EJB クライアントからリモートインタフェースとして定義された EJB メソッドが呼び出
しを実施している際に通信障害が発生したときのクライアント側の動作を次のどちらか
から選択できます。
• コネクションを再接続して，リクエストを再送信する
• コネクションの再接続も，リクエストの再送信もしない
なお，この機能を使用するための設定は，J2EE サーバ，Web コンテナサーバまたは
EJB クライアントアプリケーションのプロパティとして設定します。設定方法について
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の次の説明を参照してください。
• J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ
• Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズ
• EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定
なお，EJB クライアントアプリケーションの場合は，API（java.lang.System クラスの
setProperty メソッドなど）で設定することもできます。java.lang.System.setProperty
メソッドで定義する場合は，EJB クライアントアプリケーションのプロセス起動後，最
初に Enterprise Bean のメソッドを呼び出す前に定義してください。
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（1） 設定が有効になる通信
通信障害発生時の動作は，リモートインタフェースとして定義された EJB メソッドの呼
び出しで通信障害が起きた場合に有効になります。EJB メソッドの呼び出しとは，次の
呼び出しを指します。
• Web アプリケーションからの EJB の呼び出し
• EJB クライアントからの EJB の呼び出し
• EJB からの EJB の呼び出し
設定が有効となる通信を次の図に示します。
図 5-28

設定が有効になる通信

なお，次の場合は無効になるので注意してください。
• ローカルインタフェースとして定義された EJB メソッドの呼び出し
• ローカル呼び出し最適化が有効となる範囲での，リモートインタフェースとして定義
された EJB メソッドの呼び出し
• ネーミングサービスの呼び出し
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（2） 推奨する設定
システムの形態によって，次のように設定することをお勧めします。
検索および参照系のシステムの場合
コネクションを再接続して，リクエストを再送信する設定にすることをお勧めしま
す。これによって，リクエストを失敗させることなく，結果を取得できるようにな
ります。
更新系のシステムの場合
コネクションの再接続も，リクエストの再送信もしない設定にすることをお勧めし
ます。更新系のシステムの場合，コネクションの再接続およびリクエストの再送信
ありの設定をすると，リクエストの二重送信をするおそれがあります。

（3） 注意事項
システムプロパティの ejbserver.container.rebindpolicy キーで "NO_RECONNECT"
（再接続なし／再送なし）を選択した場合，通信障害によってコネクションが切断される
と，再接続が抑止されているため該当するオブジェクトリファレンスは再利用できなく
なります。このため，EJB クライアントでは，次回 Enterprise Bean のメソッド呼び出
しをする場合には，EJB ホームオブジェクトのときは lookup メソッド，EJB オブジェ
クトのときは create メソッドを再実行したあと，メソッド呼び出しを実行してください。
なお，Enterprise Bean のメソッド呼び出し中にコネクションが切断された場合，メソッ
ドは次のどちらかの例外を送出します。
● java.rmi.RemoteException
detail フィールドが org.omg.CORBA.REBIND のインスタンス
● java.rmi.MarshalException
detail フィールドが org.omg.CORBA.COMM_FAILURE のインスタンス
これらの例外をキャッチするクライアントのコーディング例を次に示します。
try {
//JNDI.lookup()
//EJBHome.create()
//EJBObject.invoke()
} catch (java.rmi.MarshalException e) {
if (e.detail instanceof org.omg.CORBA.COMM_FAILURE) {
//通信障害に対応する処理
}
} catch (java.rmi.RemoteException e) {
if (e.detail instanceof org.omg.CORBA.REBIND) {
//通信障害に対応する処理
}
}
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5.12 セキュリティ管理
J2EE サービスは，EJB コンテナと Web コンテナで構成される J2EE コンテナの部品機
能として利用されます。J2EE サービスでは，基本機能として，セキュリティ管理の機能
を提供しています。
セキュリティ管理では，次の機能を使用できます。
● セキュリティアイデンティティを使用した認証
● EJB コンテナの通信ポートと IP アドレスの固定

5.12.1

セキュリティアイデンティティを使用した認証

セキュリティ管理機能を使用して，Web コンテナや EJB コンテナへのアクセス時のユー
ザ認証を実現できます。認証には，ユーザおよびパスワードを使用します。
セキュリティ管理機能での認証に成功した場合は，セキュリティアイデンティティとい
う認証情報が作成され，Web コンテナや EJB コンテナに伝達されます。なお，認証に失
敗した場合は例外が発生します。
認証処理でのセキュリティアイデンティティの流れを次の図に示します。
図 5-29

認証処理でのセキュリティアイデンティティの流れ

また，セキュリティ管理では，中間コンポーネントで指定したセキュリティアイデン
ティティを伝達する Run as 機能も使用できます。
Run as 機能とは，Enterprise Bean を呼び出す中間コンポーネントで，クライアントで
ログインしたセキュリティアイデンティティと異なるセキュリティアイデンティティを
指定すると，指定したセキュリティアイデンティティで Enterprise Bean の呼び出しが
できる機能です。Run as 機能について次の図に示します。
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図 5-30

Run as 機能

なお，Cosminexus のセキュリティ管理機能では，コンポーネントへアクセスするとき
のメッセージを暗号化する機能，メッセージに署名を付ける機能，証明書による認証機
能はサポートしていません。

5.12.2 EJB コンテナの通信ポートと IP アドレスの固定
（TPBroker のオプション）
J2EE サーバ経由で Cosminexus TPBroker のオプションを定義することで，EJB コン
テナの通信ポート，および IP アドレスを固定して運用できます。使用するポートを最小
限にしてシステムのセキュリティを高める場合は，ポート固定の設定を強く推奨します。
Cosminexus TPBroker のオプションの詳細については，マニュアル「TPBroker ユー
ザーズガイド」を参照してください。また，EJB コンテナの通信ポートおよび IP アドレ
スを固定するための Cosminexus TPBroker のオプションは，J2EE サーバのプロパティ
をカスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（1） 通信ポートの固定
EJB コンテナの通信ポートは，デフォルトでは Cosminexus TPBroker によってランダ
ムな値が割り当てられています。
これに対して，Cosminexus TPBroker のオプションとして任意の値を指定して，J2EE
サーバ単位で通信ポートを固定できます。ポート番号については，ほかのプログラムな
どと重複しないようにしてください。

（2） IP アドレスの固定
EJB コンテナの IP アドレスは，デフォルトでは Cosminexus TPBroker によって実行環
境のマシンのシステムから取得して割り当てられています。
これに対して，Cosminexus TPBroker のオプションとして任意の値を指定して，J2EE
サーバ単位で IP アドレスを固定できます。
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5.13 Enterprise Bean の実装
この節では Enterprise Bean を実装するときの注意事項について説明します。

5.13.1

Enterprise Bean 共通の注意事項

Cosminexus 上で動作するアプリケーションのプログラムとして，Enterprise Bean を実
装するときの共通の注意事項を示します。

（1） Enterprise Bean および関連するクラスの命名規則
Enterprise Bean クラス，ホームインタフェース，コンポーネントインタフェース，ビジ
ネスインタフェース，インターセプタクラス，およびそれらで使用するクラスを実装す
る場合は，次に示す命名規則に従ってください。
• Enterprise Bean および関連するクラスのクラス名と同じ名前で始まるパッケージに，
それらのクラスを配置しないでください。
•「Wrappers.」で始まるパッケージ名は使用できません。
• Enterprise Bean クラス，ホームインタフェース，コンポーネントインタフェース，
およびビジネスインタフェースの名称では，英数字および記号を使用します。アン
ダースコア（_）で始まるメソッド名，およびメンバ変数名は使用できません。
• Entity Bean の CMP ではアンダースコア（_）で始まる CMP フィールド名，および
CMR フィールド名は指定できません。
• 大文字，小文字の違いだけのパッケージ名称，およびクラス名称は利用できません。
RMI-IIOP では大文字，小文字が区別されないため，Enterprise Bean に正常にアク
セスできなくなるおそれがあります。
• JAR ファイル中にあるホームインタフェースなど，java.rmi.Remote を実装したクラ
スがあると，スタブは作業ディレクトリ内に生成されます。作業ディレクトリのパス
長がプラットフォームの上限に達しないように java.rmi.Remote を実装したクラスの
パッケージ名やクラス名を指定してください。作業ディレクトリのパス長の見積もり
については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
• EJB-JAR ファイルが別の場合でも，同じアプリケーション内では，クラスが重複しな
いようにしてください。
• Enterprise Bean のリモートインタフェース，リモートコンポーネントインタフェー
スのクラス名は，VisiBroker の予約名を使用しないでください。なお，VisiBroker の
予約名には，
「Helper」,「Holder」,「Package」,「Operations」,「POA」, および
「POATie」があります。VisiBroker の予約名については，マニュアル「Borland(R)
Enterprise Server VisiBroker(R) プログラマーズリファレンス」を参照してください。
• デフォルトパッケージに Enterprise Bean クラスを作成する場合，次に示す文字列で
終わるクラスをデフォルトパッケージに作成しないでください。
• _LocalHomeImpl
• _LocalComponentImpl
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• _RemoteHomeImpl
• _RemoteComponentImpl
• _LocalBIProxyImpl
• _LocalBIClientSideProxyImpl
• _RemoteBIProxyInterface
• _RemoteBIProxyImpl
• _RemoteBIClientSideProxyImpl
• _CallbackWrapperImpl
• _InvocationContextImpl

（2） リソースのコネクションの取得と解放
Enterprise Bean で JDBC，JMS などの J2EE リソースのコネクションを使用する場合，
Connection クラスの close メソッドでコネクションを解放してください。コネクション
を解放しないと，予期しないうちにリソースを消費し尽くしてしまいます。このような
状況を避けるため，次のような点を考慮して実装してください。
● コネクションを Enterprise Bean クラスのメンバ変数に保持しないようにします。
コネクションをメンバ変数に保持していると，Bean の実行に関係なくコネクション
が使用状態のままになり，パフォーマンスが低下します。そのため，SQL 実行時にコ
ネクションの取得と解放をするようにしてください。
● コネクションプールを設定します。
コネクションプールを設定すると，物理的コネクションを再利用するためコネクショ
ン取得のオーバーヘッドを削減できます。また，JTA のトランザクション配下で実行
する場合はコネクションプールの設定をする必要があります。

（3） ローカルインタフェースとリモートインタフェースの使い分け
EJB 2.0 仕様で追加されたローカルインタフェースを利用すると，RMI-IIOP 通信処理の
オーバーヘッドを削減できますが，ローカルインタフェースだけを持つ Enterprise Bean
はリモート呼び出しができません。また，ローカルインタフェースを使用する場合，メ
ソッドの引数，戻り値が pass by reference で動作できる必要があります。次に示すロー
カルインタフェースの使用条件を参考に，ローカルインタフェースとリモートインタ
フェースを使い分けてください。
ローカルインタフェースの使用が推奨される場合
Enterprise Bean とクライアント（Enterprise Bean または JSP/ サーブレット）が
同じ J2EE アプリケーションに含まれている場合，ローカルインタフェースの使用
が推奨されます。
ローカルインタフェースの使用が必須の場合
CMP2.x の CMR は，ローカルインタフェースの使用が前提のため，ローカルイン
タフェースを使用してください。
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ローカルインタフェースが使用できない場合
次の場合は，ローカルインタフェースが使用できません。
• Enterprise Bean とクライアント（Enterprise Bean または JSP/ サーブレット）
が別の J2EE アプリケーションに含まれている場合。
• Enterprise Bean とクライアント（Enterprise Bean または JSP/ サーブレット）
がほかの J2EE サーバ（別の JavaVM）で実行される場合。
• EJB 1.1 ですでに実装されている場合。

（4） ローカル呼び出し最適化機能の利用について
リモートインタフェース使用時にローカル呼び出し最適化機能を利用すると，RMI-IIOP
通信処理のオーバーヘッドを削減できます。ローカル呼び出しは，メソッド呼び出しと
ほぼ同等の呼び出し形式になりますが，メソッドの引数，戻り値は pass by value で処理
されます。

（5） ほかの J2EE アプリケーション内にある Enterprise Bean をコン
ポーネントインタフェースによって呼び出す方法
同一 J2EE サーバ内にある場合と，ほかの J2EE サーバ内にある場合に分けて，ほかの
J2EE アプリケーション内にある Enterprise Bean をコンポーネントインタフェースで
呼び出す方法を示します。
（a） 同一 J2EE サーバ内のほかのアプリケーションで動作する Enterprise Bean の場合
次の手順で呼び出します。
1. 呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先 Enterprise
Bean のリモートホームインタフェース，リモートインタフェースおよび各インタ
フェースで使用するユーザ作成クラスを含めます。
2. J2EE サーバ用ユーザ定義ファイルに次に示すプロパティを指定します。
usrconf.properties の ejbserver.deploy.stub.generation.scope キーに「app」を指定
します。
usrconf.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」

を参照してください。
3. J2EE サーバ用ユーザ定義ファイルに次に示すプロパティを指定します。
usrconf.properties の ejbserver.rmi.localinvocation.scope キーに「all」または
「none」を指定します。
usrconf.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」

を参照してください。
4. ネーミングの切り替え機能を使用して corbaname で始まる，ほかの J2EE アプリ
ケーション内の Enterprise Bean のルックアップ名を指定します。
指定方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」
の，ほかの Enterprise Bean のリファレンス定義の内容を参照してください。指定例
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を次に示します。
corbaname::NamingHost:900#HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB/
MyApplication/MyBean
（b） ほかの J2EE サーバ上で動作する Enterprise Bean の場合
次の手順で呼び出します。
1. 呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先 Enterprise
Bean のリモートホームインタフェース，リモートインタフェースおよび各インタ
フェースで使用するユーザ作成クラスを含めます。
2. J2EE サーバ用ユーザ定義ファイルに次に示すプロパティを指定します。
usrconf.properties の ejbserver.deploy.stub.generation.scope キーに「app」を指定
します。
3. ネーミングの切り替え機能を使用して corbaname で始まるほかの J2EE アプリケー
ション内の Enterprise Bean のルックアップ名を指定します。
指定方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」
の，ほかの Enterprise Bean のリファレンス定義の内容を参照してください。指定例
を次に示します。
corbaname::NamingHost:900#HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB/
MyApplication/MyBean

（6） ほかの J2EE アプリケーション内にある Enterprise Bean をビジネ
スインタフェースによって呼び出す方法
同一 J2EE サーバ内にある場合と，ほかの J2EE サーバ内にある場合に分けて，ほかの
J2EE アプリケーション内にある Enterprise Bean をビジネスインタフェースで呼び出
す方法を示します。
（a） 同一 J2EE サーバ内のほかのアプリケーションで動作する Enterprise Bean の場合
次の手順で呼び出します。
1. 呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先 Enterprise
Bean のビジネスインタフェースおよびインタフェースで使用するユーザ作成クラス
を含めます。
2. J2EE サーバ用ユーザ定義ファイルの ejbserver.rmi.localinvocation.scope キーに「all」
または，「none」を指定します。
3. 「none」の場合は，呼び出し先の Enterprise Bean に対して，cjgetstubsjar コマンドで
スタブを取得し，呼び出し元の EAR ファイルに含めます。※
Enterprise Bean は EJB 参照を使用しないでルックアップします。ルックアップ名を
指定する形式を示します。
「HITACHI_EJB/SERVERS/< サーバ名 > /EJBBI/<J2EE APP 名 >/<Enterprise
Bean 名 >」
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< サーバ名 >：J2EE サーバのサーバ名称
<J2EE APP 名 >：J2EE アプリケーションのルックアップ名称
<Enterprise Bean 名 >：Enterprise Bean のルックアップ名称
注※
アプリケーション間のビジネスインタフェース呼び出しで，ダイナミッククラス
ローディング機能を使用すればスタブを含める必要はありませんが，ダイナミック
クラスローディング機能は性能上推奨しません。
（b） ほかの J2EE サーバ上で動作する Enterprise Bean の場合
次の手順で呼び出します。
1. 呼び出し元の EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルに，呼び出し先 Enterprise
Bean のビジネスインタフェースおよびインタフェースで使用するユーザ作成クラス
を含めます。
2. 呼び出し先の Enterprise Bean に対して cjgetstubsjar コマンドでスタブを取得し，呼
び出し元の EAR ファイルに含めます。※
Enterprise Bean は EJB 参照を使用しないでルックアップします。ルックアップ名を
指定する形式を示します。
「HITACHI_EJB/SERVERS/< サーバ名 > /EJBBI/<J2EE APP 名 >/<Enterprise
Bean 名 >」
< サーバ名 >：J2EE サーバのサーバ名称
<J2EE APP 名 >：J2EE アプリケーションのルックアップ名称
<Enterprise Bean 名 >：Enterprise Bean のルックアップ名称
注※
アプリケーション間のビジネスインタフェース呼び出しで，ダイナミッククラス
ローディング機能を使用すればスタブを含める必要はありませんが，ダイナミック
クラスローディング機能は性能上推奨しません。

（7） クラスローダの取得に関する注意
J2EE アプリケーション内のコードから Cosminexus Component Container のクラス
ローダを取得して，次に示す API を使用する場合に，java.net.JarURLConnection クラ
スが使用されます。
• getResource(String).openConnection().getInputStream();
• getResource(String).openStream()
上記メソッドの延長で java.net.JarURLConnection クラスの openConnection メソッド
が呼び出され，該当する URL に指定された JAR ファイルがオープンされます。JAR
ファイルに対する操作が必要で java.net.JarURLConnection クラスの openConnection
メソッドを使用する場合には，該当する JAR ファイルに対して close メソッドを必ず呼
び出すようにしてください。明示的に close メソッドを呼ばないかぎり，オープンされた
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ままになり削除できません。また，上記メソッドは J2EE アプリケーション内で使用し
ないでください。

（8） URLConnection クラス使用時の注意
java.net.URLConnection クラスは setUseCaches(boolean) メソッドを使用して，指定さ
れた URL に対してコネクションを取得するときにキャッシュの情報を利用するかどうか
を指定できます。URLConnection クラスに対して setUseCaches(false) メソッドを指定
した場合に，コネクションごとに対象のオブジェクトが生成されます。J2EE アプリケー
ション内のコードから使用する場合には，J2EE サーバの JavaVM がメモリリークする
おそれがあります。

（9） ネイティブライブラリのロードに関する注意
System.loadLibrary メソッドを使用して，Enterprise Bean からネイティブライブラリ
をロードしないでください。Enterprise Bean でネイティブライブラリをロードすると，
JNI 仕様の制約によって，java.lang.UnsatisfiedLinkError が発生することがあります。
ネイティブライブラリのロードが必要な場合は，System.loadLibrary メソッドを呼び出
すコンテナ拡張ライブラリを作成し，Enterprise Bean からコンテナ拡張ライブラリを参
照するように実装してください。コンテナ拡張ライブラリの作成については，「10.1

コ

ンテナ拡張ライブラリの利用」を参照してください。

（10）Entity Bean（CMP，BMP 共通）のアクセス排他のタイムアウトに
ついて
Entity Bean（CMP，BMP）を使用する場合，同一プライマリキーの Entity Bean に対
するアクセスには排他が掛かります。同時に同一のプライマリキーの Entity Bean に対
してアクセスし，処理時間が掛かる場合は，排他待ちが行われます。排他待ちの結果，
排他を取得できなかった場合は，タイムアウト（デフォルト 45 秒）で例外
IllegalStateException が発生します。この場合，J2EE サーバ用ユーザ定義ファイル（/
opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.properties）の
ejbserver.server.mutex.invocation.timeout キーにタイムアウト時間を指定してタイムア
ウトを発生させないようにすることができます。
ejbserver.server.mutex.invocation.timeout キーについては，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

（11）Entity Bean（CMP，BMP 共通）使用時のデッドロックの発生につ
いて
Application Server では，Entity Bean のトランザクション処理にデータベースのトラン
ザクション機能を使用しています。データベースへのアクセスの順番，データの排他に
かかわるテーブルの設定，データベースのシステムの設定，および呼び出す SQL 文に
よっては，デッドロックが発生する場合があります。詳細は使用しているデータベース
のマニュアルを参照してください。
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（12）javax.ejb.EJBContext インタフェースメソッドについての注意事項
javax.ejb.EJBContext インタフェースの getUserTransaction メソッド，
getRollbackOnly メソッド，setRollbackOnly メソッドについては，Enterprise Bean の
トランザクション管理モデルによっては発行できません。また，Enterprise Bean のメ
ソッドのうち，EJB 仕様で "Unspecified transaction" で動作するとされるものでは，発
行できません。発行できない場合，EJB コンテナは java.lang.IllegalStateException を
送出します。各メソッドの発行可否についてそれぞれの表に示します。
表 5-27

トランザクション管理モデル別の発行可否
javax.ejb.EJBContext メソッド

発行可否
BMT

CMT

getUserTransaction

○

×

getRollbackOnly

×

○

setRollbackOnly

×

○

（凡例）○：発行できる

表 5-28

×：発行できない

EJB のメソッド別の発行可否
Bean 種別

SessionBean

EntityBean

メソッド

発行可否

コンストラクタ

×

setSessionContext

×

ejbCreate

×

ejbRemove

×

ejbPassivate

×

ejbActivate

×

ビジネスメソッド

○

afterBegin

○

beforeCompletion

○

afterCompletion

×

コンストラクタ

○

setEntityContext

×

unsetEntityContext

×

ejbCreate

○

ejbPostCreate

○

ejbRemove

○

ejbHome

○

ejbPassivate

×
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Bean 種別

Message-driven Bean

（凡例）○：発行できる

メソッド

発行可否

ejbActivate

×

ejbLoad

○

ejbStore

○

ビジネスメソッド

○

コンストラクタ

×

ejbCreate

×

onMessage

○

メッセージリスナのメソッド

○

ejbRemove

×

×：発行できない

（13）Entity Bean（CMP，BMP 共通）属性ファイルの <prim-key-class>
タグについて
Entity Bean 属性ファイルの <prim-key-class> タグにインタフェースおよび抽象クラス
を指定した場合，次のように動作します。
• Entity Bean（CMP）の場合
デプロイ時にエラーメッセージ KDJE42039-E が出力され，デプロイ処理はエラーで
終了します。
• Entity Bean（BMP）の場合
クラスを指定したときと同様，デプロイおよび実行できます。

（14）EJB の仕様に関する注意
EJB 仕様に従っていない記述をした場合，エラー（例外）が発生することがあります。
以前のバージョンでエラーが発生しなくても，バージョンアップをしたときにエラーに
なることがあります。エラーが発生した場合は，エラーの内容を確認し，EJB 仕様に
従って変更してください。

（15）Unicode の補助文字の送受信に関する注意
構成ソフトウェアに Cosminexus TPBroker を含む Application Server では，RMI-IIOP
通信による Enterprise Bean のメソッド呼び出しで，Unicode の補助文字を送受信でき
ます。この場合，送信側と受信側の Application Server のバージョンによって，
Unicode の補助文字の送受信時の動作が異なります。Application Server のバージョン
の組み合わせと，Unicode の補助文字送受信時の動作を次の表に示します。
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Application Server のバージョンの組み合わせと，Unicode の補助文字送受信時
の動作

送信側の Application Server のバージョン

受信側の Application Server のバージョン
07-50 以降

07-50 より前

07-50 以降

○

×

07-50 より前

×

×

（凡例）
○：Unicode の補助文字を送受信できる
×：Unicode の補助文字を送受信できない

Unicode の補助文字送受信ができないバージョンの場合，RMI-IIOP 通信による
Unicode の補助文字送受信時に，java.rmi.RemoteException の例外または
java.rmi.MarshalException の例外がスローされます。
なお，Unicode の補助文字を送受信した場合の動作を，07-50 より前と同じ動作に設定で
きます。07-50 より前と同じ動作を設定したい場合は，usrconf.properties（J2EE サー
バ用ユーザプロパティファイル，および Java アプリケーション用ユーザプロパティファ
イル）で，vbroker.orb.htc.surrogateCheckOff キーに「false」を設定してください。
キーの詳細については，マニュアル「TPBroker

ユーザーズガイド」を参照してくださ

い。

5.13.2

Stateless Session Bean 実装時の注意事項

Stateless Session Bean を実装するときの注意事項を示します。

（1） remove メソッドによるリファレンスの解放
ホームインタフェースを使用して Stateless Session Bean を呼び出す場合，ホームイン
タフェースの create メソッドを呼び出してリファレンスを取得しますが，Session Bean
の呼び出しが完了したあとに，必ず remove メソッドを呼び出してリファレンスを解放
してください。リファレンスを解放しない場合，J2EE サーバ上のメモリを消費したまま
の状態になります。
また，remove メソッド呼び出しを不要にするオプションを指定することで，Stateless
Session Bean の EJB オブジェクトに対する，remove メソッドの呼び出しが不要になり
ます。このオプションを有効にすると，remove メソッド呼び出しのあとに，ビジネスメ
ソッドの呼び出しができます。
このオプションを無効にしている場合は，remove メソッドを呼び出す必要があります。
また，remove メソッド呼び出しのあとにビジネスメソッドを呼び出した場合，
java.rmi.NoSuchObjectException 例外が呼び出し元に返ります。
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remove メソッド呼び出しを不要にするオプションは，usrconf.properties の
ejbserver.rmi.stateless.unique_id.enabled キーに指定し，J2EE サーバ単位に定義しま
す。キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照

してください。また，構成ソフトウェアに Cosminexus TPBroker を含まない
uCosminexus Developer Standard では，プロパティの設定に関係なく常にこのオプ
ションは有効になります。

（2） ejbCreate メソッドおよび @PostConstruct アノテーションを指定し
たメソッドでのリソースマネジャへのアクセスについて
EJB 仕様では，ejbCreate メソッドまたは @PostConstruct アノテーションを指定したメ
ソッドで，リソースマネジャへアクセスすることは許されていません。

（3） Bean クラスの共有についての注意
同じ Session Bean を同じ J2EE アプリケーション内で Stateful Session Bean，および
Stateless Session Bean として同時に利用しないでください。

（4） ejbRemove メソッドまたは @PreDestroy アノテーションを指定し
たメソッドでの javax.transaction.UserTransaction の begin メソッ
ドの呼び出しについて
Stateless Session Bean の ejbRemove メソッドまたは @PreDestroy アノテーションを指
定したメソッドでは，javax.transaction.UserTransaction の begin メソッドを呼び出せ
る場合がありますが，EJB の仕様上，呼び出して使用することはできません。呼び出さ
ないようにしてください。

5.13.3

Stateful Session Bean 実装時の注意事項

Stateful Session Bean を実装するときの注意事項を示します。

（1） remove メソッドまたは @Remove アノテーションを指定したメ
ソッドによる EJB インスタンスの削除とリファレンスの解放
• ホームインタフェースを使用して Stateful Session Bean を呼び出す場合，ホームイン
タフェースの create メソッドを呼び出してリファレンスを取得しますが，Session
Bean の呼び出しが完了したあとに，必ず remove メソッドを呼び出して，EJB イン
スタンスの削除とリファレンスを解放してください。
• ビジネスインタフェースを使用して Stateful Session Bean を呼び出す場合，ビジネス
メソッドの呼び出しが完了したあとに，必ず @Remove アノテーションを指定したメ
ソッドを呼び出して，EJB インスタンスを削除し，リファレンスを解放してくださ
い。
• EJB インスタンスの削除およびリファレンスの解放をしない場合，J2EE サーバ上の
メモリを消費したままの状態になります。
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（2） Bean クラスの共有についての注意
同じ Session Bean を同じ J2EE アプリケーション内で Stateful Session Bean，および
Stateless Session Bean として同時に利用しないでください。

（3） SessionSynchronization のインスタンスの破棄についての注意
SessionSynchronization の beforeCompletion メソッドおよび afterCompletion メソッ
ドでシステム例外が発生した場合，EJB コンテナでは該当する Session Bean のインス
タンスを破棄しません。

（4） ベーシックモードでの SessionSynchronization のメソッド呼び出し
についての注意
ベーシックモードで，クライアントでトランザクション開始後に
SessionSynchronization の Stateful Session Bean（トランザクション属性は Required
または Mandatory）を呼び出して，afterBegin メソッドまたは setRollbackOnly メソッ
ドを呼び出すと，クライアントでのコミット時に beforeCompletion メソッドが呼び出さ
れません。1.4 モードのときは，beforeCompletion メソッドが呼び出されます。

（5） setSessionContext メソッドでの javax.transaction.UserTransaction
の begin メソッドの呼び出しについて
Stateful Session Bean の setSessionContext メソッドでは，
javax.transaction.UserTransaction の begin メソッドを呼び出せる場合がありますが，
EJB の仕様上，呼び出して使用することはできません。呼び出さないようにしてくださ
い。

（6） beforeCompletion メソッドからの Enterprise Bean の呼び出しにつ
いて
J2EE サーバモードの動作モードとしてベーシックモードを使用している場合，Stateful
Session Bean の beforeCompletion メソッドからほかの Enterprise Bean は呼び出せま
せん。ほかの Enterprise Bean を呼び出した場合，java.rmi.RemoteException 例外が発
生します。

（7） afterCompletion メソッドからの Enterprise Bean の呼び出しについ
て
Stateful Session Bean の afterCompletion メソッドからほかの Enterprise Bean を呼び
出した場合，J2EE サーバモードの動作モードによって次の動作をします。
• ベーシックモード：java.rmi.RemoteException 例外が発生します。
• 1.4 モード：Enterprise Bean を呼び出せます。
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EJB の仕様上，Stateful Session Bean の afterCompletion メソッドからほかの
Enterprise Bean を呼び出せないので，呼び出さないようにしてください。

5.13.4

Entity Bean（BMP）実装時の注意事項

Entity Bean（BMP）を実装するときの注意事項を示します。

（1） setEntityContext メソッドでのリソースマネジャへのアクセスにつ
いて
EJB 1.1 仕様および EJB 2.0 仕様では，setEntityContext メソッドでのリソースマネ
ジャへのアクセスは許されていません。

（2） プライマリキークラスへのインタフェース指定について
BMP Entity Bean の DD の <prim-key-class> タグにインタフェースおよび抽象クラス
を指定した場合，クラスを指定したときと同様に，デプロイおよび実行ができます。

5.13.5

Entity Bean（CMP）実装時の注意事項

Entity Bean（CMP）を実装するときの注意事項を示します。

（1） setEntityContext メソッドでのリソースマネジャへのアクセスにつ
いて
EJB 1.1 仕様および EJB 2.0 仕様では，setEntityContext メソッドでのリソースマネ
ジャへのアクセスは許されていません。

（2） ユーザ定義型の CMP フィールドの使用についての注意
プライマリキーとして複合プライマリキーを使用する以外で，ユーザ定義型の CMP
フィールドを使用できません。

（3） CMR フィールド使用時のトランザクションに関する注意
Collection 型の CMR フィールドや Collection 型の CMR フィールドの Iterator を使用
する場合，CMR フィールドを取得したときのトランザクションの範囲内で，CMR
フィールドや Iterator へアクセスできます。次のコーディング例の callTeam メソッドで
は，CMR フィールドの getter メソッドである getPlayers メソッドと，それに続く
Iterator を使用した操作をすべて同一トランザクション内で実行する必要があります
（
［a］から［b］の間）
。
public void callTeam() {
：
//[a]
Collection playersInTeam = team.getPlayers();
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Iterator i = playersInTeam.iterator();
while (i.hasNext()) {
LocalPlayer p = (LocalPlayer) i.next();
：
}
//[b]
}
このコーディング例をトランザクション外で実行した場合は，IllegalStateException 例
外が発生します。これを避けるために，トランザクション内で実行されるように CMT な
どで設定してください。

（4） CMR の cascade-delete の使用についての注意
CMR の cascade-delete を使用する場合，次の制限があります。
• cascade-delete で Entity Bean を remove する場合，呼び出し元となるクライアント
プログラムは，最初に remove される Bean の remove メソッドのメソッドパーミッ
ションだけでなく，cascade-delete の対象となるすべての Bean での，コンポーネン
トインタフェースの remove メソッドのメソッドパーミッションを持つように設定さ
れている必要があります。
• cascade-delete の対象となるすべての Bean での，コンポーネントインタフェースの
remove メソッドのトランザクション属性は，Required に設定してください。
• cascade-delete を指定している関係が複数の Bean を循環するように設定されている
場合，循環した関係にあるすべての Bean で remove メソッドの実行は保証されませ
ん。

（5） プライマリキークラスへのインタフェース指定について
CMP Entity Bean の DD の <prim-key-class> タグにインタフェースおよび抽象クラス
を指定した場合，デプロイ時にエラーメッセージ KDJE42039-E が出力され，デプロイ
処理はエラー終了されます。

5.13.6

Message-driven Bean 実装時の注意事項

Message-driven Bean を実装するときの注意事項を示します。

（1） Message-driven Bean のトランザクション設定時の注意
（Connector 1.0 に準拠したリソースアダプタを使用する場合）
Message-driven Bean へのメッセージ配信と Message-driven Bean 内のデータベースア
クセス処理をトランザクションで同期を取る場合，Message-driven Bean のトランザク
ション設定は CMT で Required に設定します。これによって，トランザクションがロー
ルバックした場合に Message-driven Bean へメッセージが再配信されます。しかし，ト
ランザクションのロールバックが繰り返されると再配信も繰り返されるため，
Message-driven Bean 側で javax.jms.Message クラスの getJMSRedelivered メソッドを

415

5. EJB コンテナ

使用して再配信を確認するなどの対処が必要になります。CMT の NotSupported 設定，
または BMT ではいったん Message-driven Bean でメッセージを受信すると，トランザ
クションがロールバックしても再配信されなくなります。

（2） Message-driven Bean のトランザクション設定時の注意
（Connector 1.5 に準拠したリソースアダプタを使用する場合）
グローバルトランザクションを使用している場合，次の処理の同期は取れません。
• Message-driven Bean へのメッセージ配信
• Message-driven Bean 内でのデータベースアクセス処理
また，Connector 1.5 仕様のリソースアダプタからメッセージを受信する J2EE アプリ
ケーションで，トランザクション管理方法を CMT にしてトランザクション属性を
Required に設定すると，J2EE アプリケーションの開始に失敗します。

5.13.7

アノテーション使用時の注意事項（Enterprise Bean）

Enterprise Bean でアノテーションを使用する場合の注意事項を示します。

（1） アノテーションのサポート範囲
Cosminexus では，Enterprise Bean でアノテーションを使用できます。Cosminexus が
対応しているアノテーションについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
API 編」を参照してください。

（2） @RemoteHome または @LocalHome で指定したホームインタ
フェースについて
Cosminexus では，@RemoteHome または @LocalHome で指定したホームインタフェー
スの，create メソッドの戻り値の型となるインタフェースは，コンポーネントインタ
フェースと見なされます。ホームインタフェースとビジネスインタフェースの組み合わ
せでは使用できません。
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EJB コンテナで動作する Enterprise Bean を呼び出すクライ
アントを，EJB クライアントといいます。この章では，EJB
クライアントで使用できる機能について説明します。

6.1 EJB クライアントで使用できる機能
6.2 Enterprise Bean の呼び出し
6.3 JNDI による EJB ホームオブジェクトおよびビジネスインタフェースの
リファレンスのルックアップ
6.4 EJB クライアントアプリケーションでのトランザクションの実装
6.5 EJB クライアントアプリケーションでのセキュリティの実装
6.6 RMI-IIOP スタブ，インタフェースの取得
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6.1 EJB クライアントで使用できる機能
この節では，EJB クライアントで使用できる機能について説明します。
EJB クライアントとは，J2EE サーバ上の EJB コンテナで実行されている Enterprise
Bean を呼び出すクライアントプログラムです。
EJB クライアントには，次の種類があります。
● EJB クライアントアプリケーション
● サーブレットまたは JSP などの Web アプリケーション
● ほかの Enterprise Bean
EJB クライアントアプリケーションとは，J2EE サーバ上で実行される Enterprise Bean
を呼び出すクライアントアプリケーションのことです。
EJB クライアントで使用できる機能について，次の表に示します。なお，それぞれの機
能の詳細については，参照先の説明を参照してください。
表 6-1 EJB クライアントで使用できる機能
分類
JNDI

機能概要

機能についての参照先

基本機能

EJB ホームオブジェクトリファレンスおよ
びビジネスインタフェースのリファレンス
の検索，取得ができます。

6.3 ※，8.2

拡張機能

複数のネーミングサービスと J2EE サーバ
で構成されるシステムで，EJB クライアン
トからのルックアップをラウンドロビンで
実行できます。これによって，負荷分散を
実現できます。

8.4

ネーミングサービスからルックアップした
オブジェクトをメモリ上に保持（キャッ
シュ）できます。キャッシュの利用によっ
て，ネーミングサービスへのアクセスの性
能上のコストを削減できます。

8.5

EJB コンテナで実行されている Enterprise
Bean を呼び出せます。

5.2，6.2 ※，6.6 ※

EJB 呼び出し実行時に通信障害が発生した
場合に，送信動作を選択できます。

5.11.3

トランザクション

EJB クライアントでトランザクションを開
始・決着できます。

9.3

Security

J2EE サーバで定義されたユーザとパスワー
ドを使用してユーザ認証ができます。EJB
クライアントからログインして，セキュリ
ティロールが設定された EJB のビジネスメ
ソッドを呼び出せます。

5.12.1，6.5 ※

EJB
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分類
そのほか

注※

機能概要

機能についての参照先

EJB クライアントとネーミングサービス間，
および EJB クライアントと J2EE サーバ間
の通信で，通信タイムアウトを設定できま
す。

5.9.4

EJB クライアントの性能解析トレースを出
力できます。

17.10

アプリケーションの実装方法について説明しています。

EJB クライアントアプリケーションで使用できる拡張機能について，次の表に示します。
なお，それぞれの機能の詳細については，参照先の説明を参照してください。なお，
EJB クライアントアプリケーションでは，データソース（JDBC）およびコネクタ
（Connector）は使用できません。
表 6-2 EJB クライアントアプリケーションで使用できる拡張機能
分類
トランザクション

機能概要
EJB クライアントアプリケーションで
UserTransaction を取得し , トランザク
ションを開始・決着できます。
UserTransaction の取得方法には次の 2 種
類の方法があります。
1. UserTransactionFactory クラスを使用
する方法
2. ルックアップを使用する方法

機能についての参照先
6.4

なお，Cosminexus では，1. の方法を推奨
しています。
そのほか

EJB クライアントのログを出力できます。

マニュアル
「Cosminexus システ
ム運用ガイド」

EJB クライアントアプリケーションをコマ
ンド（cjclstartap コマンド）で起動できま
す。

マニュアル
「Cosminexus システ
ム構築ガイド」

次の節以降では，EJB クライアントアプリケーションについて説明しています。
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6.2 Enterprise Bean の呼び出し
EJB クライアントアプリケーションから Enterprise Bean を呼び出す方法，およびメ
ソッドの呼び出しで通信障害が発生したときの，クライアント側の動作設定について説
明します。

6.2.1

Enterprise Bean を呼び出す方法

EJB クライアントアプリケーションから Enterprise Bean を呼び出すには，JNDI を利
用します。ここでは，EJB ホームオブジェクトのリファレンスをルックアップする場合，
およびビジネスインタフェースのリファレンスをルックアップする場合に分けて，
Enterprise Bean を呼び出す方法を説明します。

（1） EJB ホームオブジェクトのリファレンスを検索して Enterprise
Bean を呼び出す方法
EJB ホームオブジェクトのリファレンスをルックアップして Enterprise Bean を呼び出
す方法を，実装例を基に説明します。
（a） JNDI ネーミングコンテキストの生成
EJB ホームオブジェクトのリファレンスのルックアップに利用する JNDI ネーミングコ
ンテキストを生成します。
javax.naming.Context ctx = new javax.naming.InitialContext();

（b） EJB ホームオブジェクトのリファレンスの検索と取得
生成した JNDI ネーミングコンテキストを利用して，EJB ホームオブジェクトのリファ
レンスを取得します。EJB ホームオブジェクトのリファレンスを取得するには，自動的
にバインドされる名称またはユーザ指定名前空間機能を利用して付与した名称でルック
アップします。次の例では，ユーザ指定名前空間を利用してルックアップ，取得してい
ます。ルックアップの方法については，「6.3

JNDI による EJB ホームオブジェクトお

よびビジネスインタフェースのリファレンスのルックアップ」を参照してください。
String ejbName = "MySample";
java.lang.Object obj = ctx.lookup(ejbName);
SampleHome sampleHome =
(SampleHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj,
SampleHome.class);

（c） Enterprise Bean の生成とメソッドの呼び出し
EJB ホームオブジェクトの create メソッドによって，Enterprise Bean のインスタンス
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を生成します。これによって，アプリケーションに必要となる Enterprise Bean のメ
ソッドを呼び出せるようになります。
Sample remoteSample = sampleHome.create(); //Enterprise Bean インスタンスの生成
String result = remoteSample.getData("data"); // ビジネスメソッドの呼び出し

なお，Entity Bean で Collection 型が返される find メソッドを利用する場合は，コレク
ションから取り出したオブジェクトに対して，Enterprise Bean のクラスでナロウする必
要があります。
Collection c = home.findByXXX(keyValue);
Iterator i=c.iterator();
while (i.hasNext()) {
Sample
remoteSample=(Sample)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(i.next(),
Sample.class);
//RemoteSampleに対してビジネスメソッドを呼び出します。
}

（2） ビジネスインタフェースのリファレンスを検索して Enterprise Bean
を呼び出す方法
ビジネスインタフェースのリファレンスをルックアップして Enterprise Bean を呼び出
す方法を，実装例を基に説明します。
（a） InitialContext の生成
ビジネスインタフェースを使用して Enterprise Bean を呼び出すには，最初に
InitialContext を生成します。
// InitialContextを生成
InitialContext ctx = new InitialContext();

（b） ビジネスインタフェースのリファレンスの検索と取得
生成した InitialContext を利用して，ビジネスインタフェースのリファレンスを取得し
ます。ビジネスインタフェースのリファレンスを取得するには，自動的にバインドされ
る名称またはユーザ指定名前空間機能を利用して付与した名称でルックアップします。
自動的にバインドされる名称を使用したビジネスインタフェースのルックアップの方法
については，「6.3.1(2) ビジネスインタフェースの場合」を参照してください。
// ビジネスインタフェースのリファレンスを取得
Sample sample = (Sample)ctx.lookup("HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJBBI/
SampleApp/Sample");

（c） メソッドの呼び出し
ビジネスインタフェースのリファレンスを取得したことで，ビジネスメソッドを呼び出
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せるようになります。
// ビジネスメソッドの呼び出し
String result = sample.getData("data");

6.2.2

EJB クライアントアプリケーションからの Enterprise
Bean 呼び出しの流れ

EJB ホームオブジェクトのリファレンスを検索，取得する場合を例に，Enterprise Bean
を呼び出す流れを示します。
図 6-1 EJB クライアントアプリケーションからホームインタフェースを利用して
Enterprise Bean を呼び出す流れ

EJB クライアントアプリケーションからホームインタフェースを利用して Enterprise
Bean を呼び出すには，JNDI を利用して EJB ホームオブジェクトのリファレンスを取
得することで実現します。したがって，EJB クライアントアプリケーションで JNDI
ネーミングコンテキストを生成し，EJB ホームオブジェクトのリファレンスを検索でき
るように実装する必要があります。Enterprise Bean の呼び出しの詳細については，
「6.2.1

Enterprise Bean を呼び出す方法」を参照してください。また，EJB クライアン

トアプリケーションは通信手段に RMI-IIOP を利用するため，RMI-IIOP のスタブやイ
ンタフェースを参照できるようにしておく必要があります。RMI-IIOP のスタブやイン
タフェースの取得については，「6.6
してください。
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6.3 JNDI による EJB ホームオブジェクトおよ
びビジネスインタフェースのリファレンス
のルックアップ
EJB ホームオブジェクトまたはビジネスインタフェースのリファレンスをネーミング
サービスから検索（ルックアップ）して取得するには，次のどちらかの名称を利用しま
す。
• 自動的にバインドされる名称
• ユーザ指定名前空間機能を利用して付与した名称
この節では，それぞれの場合に分けてルックアップ，取得の流れについて説明します。
また，EJB ホームオブジェクトへの再接続を設定することで，J2EE サーバが障害など
で再起動した場合，再ルックアップしないで，再起動前に取得した EJB ホームオブジェ
クトのリファレンスをそのまま使用できます。再接続を設定する場合の注意事項につい
ても説明します。

6.3.1 自動的にバインドされる名前でのルックアップ
自動的にバインドされる名前を利用してルックアップする方法を，EJB ホームオブジェ
クトをルックアップする場合と，ビジネスインタフェースのリファレンスをルックアッ
プする場合に分けて示します。

（1） EJB ホームオブジェクトの場合
自動的にバインドされる名称を利用して EJB ホームオブジェクトのリファレンスをルッ
クアップする場合，次の規則に従って EJB オブジェクトリファレンスの名前を指定して
ルックアップします。
HITACHI_EJB/SERVERS/<サーバ名称>/EJB/<J2EE APP名称>/<Enterprise Bean
名称>
＜サーバ名称＞
J2EE サーバ名を指定します。
<J2EE APP 名称 >
J2EE アプリケーションをルックアップするときの名称（ルックアップ名称）を指
定します。
<Enterprise Bean 名称 >
Enterprise Bean をルックアップするときの名称（ルックアップ名称）を指定しま
す。
次に，自動的にバインドされる名称を利用した場合のルックアップ，取得の流れを示し
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ます。
図 6-2 自動的にバインドされる名称を利用したルックアップ，取得の流れ

（2） ビジネスインタフェースの場合
自動的にバインドされる名称を利用してビジネスインタフェースのリファレンスをルッ
クアップする場合，次の規則に従って EJB オブジェクトリファレンスの名前を指定して
ルックアップします。
HITACHI_EJB/SERVERS/<サーバ名称>/EJBBI/<J2EE APP名称>/<Enterprise
Bean名称>
＜サーバ名称＞
J2EE サーバ名を指定します。
<J2EE APP 名称 >
J2EE アプリケーションをルックアップするときの名称（ルックアップ名称）を指
定します。
<Enterprise Bean 名称 >
Enterprise Bean をルックアップするときの名称（ルックアップ名称）を指定しま
す。

（3） テストモードで実行する場合の注意
ルックアップする Enterprise Bean がテストモードで実行されている場合，テストモー
ド用の名前空間を意識してルックアップする必要があります。通常モードで実行される
Enterprise Bean を「HITACHI_EJB/」で始まる文字列でルックアップするのに対して，
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同じ Enterprise Bean がテストモードで実行される場合は「$HITACHI_TEST/
HITACHI_EJB/」で始まる文字列でルックアップします。
テストモードでのアプリケーションの動作については，
「19.7 J2EE アプリケーション
のテスト機能」を参照してください。

6.3.2 ユーザ指定名前空間で付与した名前でのルックアップ
ユーザ指定名前空間とは，EJB ホームオブジェクトをネーミングサービスに登録すると
きの名前を，任意に付けた場合の名前空間です。EJB クライアントでは，付けられた任
意の名前で EJB ホームオブジェクトのリファレンスをルックアップ，取得できます。例
えば，Enterprise Bean に対して「MyCart」という名前を付けた場合は，そのまま
「MyCart」という名前を指定してルックアップします。
次に，ユーザ指定名前空間を利用した場合のルックアップ，取得の流れを示します。
図 6-3 ユーザ指定名前空間を利用したルックアップ，取得の流れ

なお，ルックアップする Enterprise Bean がテストモードで実行されている場合，テス
トモード用の名前空間を意識してルックアップする必要があります。この図の例では，
通常モードで実行される Enterprise Bean を「MyCart」でルックアップするのに対し
て，同じ Enterprise Bean がテストモードで実行される場合は，「$HITACHI_TEST/
MyCart」でルックアップします。
テストモードでのアプリケーションの動作については，
「19.7 J2EE アプリケーション
のテスト機能」を参照してください。
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6.3.3

EJB ホームオブジェクトリファレンスの再利用（EJB
ホームオブジェクトへの再接続機能）

EJB ホームオブジェクトへの再接続機能とは，J2EE サーバの障害などのあとで，J2EE
サーバを再起動した場合や J2EE アプリケーションを再開始した場合に，取得した EJB
ホームオブジェクトを再利用できる機能です。J2EE サーバの再起動後や J2EE アプリ
ケーションの再開始後に，EJB クライアントアプリケーションが取得した EJB ホームオ
ブジェクトを，再ルックアップしないでそのまま利用できます。
Session Bean（Stateless Session Bean または Stateful Session Bean）の EJB ホームオ
ブジェクトのリファレンスに利用できます。
EJB ホームオブジェクトへの再接続機能を使用する場合，J2EE サーバ単位にユーザプ
ロパティファイルで定義します。定義方法については，マニュアル「Cosminexus シス
テム構築ガイド」の EJB コンテナの機能を使用するための設定の説明を参照してくださ
い。
EJB ホームオブジェクトへの再接続機能を使用する場合の注意事項を次に示します。
• J2EE サーバの再起動や J2EE アプリケーションの再開始の際に，J2EE アプリケー
ションを変更しないでください。J2EE アプリケーションを変更すると，EJB ホーム
オブジェクトのリファレンスは再利用できません。
• J2EE サーバの通信ポートを固定してください。また，J2EE サーバを再起動すると
きに，固定した値を変更しないでください。
定義方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」の EJB コン

テナの通信ポートと IP アドレスの固定（EJB コンテナの機能を使用するための設定）
の説明を参照してください。
• Java アプリケーション用ユーザプロパティファイルのリモートインタフェースでの通
信障害発生時の EJB クライアントの動作（ejbserver.container.rebindpolicy キー）の
値に，
「VB_TRANSPARENT」を指定してください。
定義方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」のリモート

インタフェースでの通信障害発生時の EJB クライアントの動作（EJB コンテナの機
能を使用するための設定）の説明を参照してください。
• EJB 呼び出しで通信障害が発生した場合，通信障害発生時の EJB クライアントの動
作（ejbserver.container.rebindpolicy キー）の値に「VB_TRANSPARENT」を指定
していると，コネクションが再接続され，リクエストが再送されます。
そのため，EJB ホームオブジェクトへの再接続機能は参照系のシステムでの使用を推
奨します。
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6.4 EJB クライアントアプリケーションでのト
ランザクションの実装
EJB クライアントでトランザクションを使用するには，クラスパスの追加とシステムプ
ロパティの設定が必要になります。また，EJB クライアントアプリケーションで，
UserTransaction（javax.transaction.UserTransaction）を取得する必要があります。

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，EJB クライアン
トアプリケーションのトランザクションは使用できません。

6.4.1

EJB クライアントでトランザクションを使用する手順

ここでは，EJB クライアントでトランザクションを使用する場合の手順を説明します。
1. EJB クライアントアプリケーション起動時のクラスパスに，次の JAR ファイルを追
加します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB¥lib¥tpotsinproc.jar
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥lib¥ejbserver.jar ※
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB/lib/tpotsinproc.jar
/opt/Cosminexus/CC/lib/ejbserver.jar ※
注※
ejbserver.jar は HiEJBClientStatic.jar よりも後ろに追加してください。
2. EJB クライアントアプリケーション起動時に必要なシステムプロパティを追加しま
す。
システムプロパティの追加方法については，マニュアル「Cosminexus システム構
築ガイド」を参照してください。
3. EJB クライアントアプリケーションのプロセスの起動直後に，EJB クライアントアプ
リケーションに実装したユーザコードから，サービスの初期化処理を実行します。
サービスの初期化処理を実行するには，EJBClientInitializer クラス
（com.hitachi.software.ejb.ejbclient.EJBClientInitializer）を呼び出します。
なお，EJBClientInitializer クラスの initialize メソッドを呼び出す前に，
javax.naming.InitialContext を生成した場合や，UserTransactionFactory クラスの
getUserTransaction メソッドを呼び出した場合は，その時点で初期化処理が行われ
ます。このため，EJBClientInitializer クラスによる初期化処理は不要です。
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EJBClientInitializer クラスの文法や機能については，マニュアル「Cosminexus

リ

ファレンス API 編」を参照してください。
4. UserTransaction オブジェクトを取得します。
UserTransaction の取得方法には，次の 2 種類があります。
• UserTransactionFactory クラスを使用する
com.hitachi.software.ejb.ejbclient.UserTransactionFactory クラスの
getUserTransaction メソッドを使用して取得します。UserTransactionFactory ク
ラスの文法や機能については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」

を参照してください。
• ルックアップを使用する
ネーミングサービスからルックアップして取得します。ルックアップを使用した
UserTransaction の取得方法については，
「6.4.2 ルックアップを使用した
UserTransaction の取得方法」を参照してください。
EJB クライアントでは，UserTransactionFactory クラスを使用する方法を推奨して
います。ただし，他社のアプリケーションサーバからの移行などによって，EJB クラ
イアントアプリケーションのソースコードを変更できない場合は，ルックアップを使
用します。
5. Enterprise Bean を呼び出すスレッドから，UserTransaction インタフェースの begin
メソッドを呼び出し，トランザクションを開始します。
6. サーバ上の Enterprise Bean を呼び出します。
7. Enterprise Bean を呼び出したスレッドから，UserTransaction インタフェースの
commit メソッドまたは rollback メソッドを呼び出して，トランザクションを決着し
ます。

6.4.2

ルックアップを使用した UserTransaction の取得方法

EJB クライアントアプリケーションから UserTransaction をルックアップする場合に指
定する検索文字列を示します。
● 通常モードのアプリケーションを呼び出す場合
HITACHI_EJB/SERVERS/< サーバ名称 >/SERVICES/UserTransaction
● テストモードのアプリケーションを呼び出す場合
$HITACHI_TEST/HITACHI_EJB/SERVERS/< サーバ名称 >/SERVICES/
UserTransaction
ルックアップの結果によって得られるオブジェクトは，java.lang.Object 型であるため，
javax.transaction.UserTransaction 型にキャストして使用します。
また，ルックアップに失敗した場合，javax.naming.NamingException 例外が発生しま
す。
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UserTransaction 型へのキャストや例外については，J2EE サーバ上の Web アプリケー
ションや Enterprise Bean から UserTransaction をルックアップする場合と同様の仕様
となります。

！

注意事項
次に示す環境での UserTransaction のルックアップはサポートされません。
• CTM 連携時に使用するグローバルネーミングサービスに対する UserTransaction のルッ
クアップ
• ラウンドロビン検索機能などで使用されるユーザ指定名前空間管理機能を使用した
UserTransaction のルックアップ
この環境で UserTransaction を使用する場合は，UserTransactionFactory クラスを使用し
て UserTransaction を取得してください。

6.4.3

EJB クライアントアプリケーションでのトランザク
ション実装時の注意事項

EJB クライアントでトランザクションを実装する場合の注意事項を示します。
● サービスの初期化処理で例外が発生した場合は，システムプロパティが正しく設定さ
れていない可能性があります。例外のメッセージに従って対処してください。
● 呼び出される Enterprise Bean を，コンテナ管理のトランザクション（CMT）で
mandatory，required，supports などの属性にすれば，EJB クライアントアプリケー
ションで開始したトランザクションの範囲内で実行されます。
● EJB クライアントアプリケーションが，トランザクション処理中に障害などの理由で
ダウンした場合は，EJB クライアントアプリケーションを再起動して，グローバルト
ランザクションのリカバリ処理を行う必要があります。EJB クライアントアプリケー
ションの再起動後に，EJBClientInitializer クラスの initialize メソッドを呼び出し，
グローバルトランザクションのリカバリ処理が開始するように設計してください。な
お，リカバリ処理はバックグラウンドで実行されるため，initialize メソッドはリカバ
リ処理の完了を待たないでリターンします。
● EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始している場合は，必ず
すべてのトランザクションを決着してから，EJB クライアントアプリケーションのプ
ロセスが停止するように設計してください。トランザクションの決着処理を待たない
で EJB クライアントアプリケーションのプロセスを停止すると，プリペア状態のトラ
ンザクションが決着されないまま残るおそれがあります。この状態になると，アプリ
ケーションサーバの正常停止やリソースアダプタの停止ができなくなります。また，
リソースのロックが解放されない場合があります。
万一，プリペア状態のトランザクションが残ってしまった場合は，EJB クライアント
アプリケーションを再起動して，グローバルトランザクションのリカバリ処理を行う
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必要があります。
● EJB クライアントアプリケーションでは，JTA や OTS が出力する性能解析トレース
に，ルートアプリケーション情報やクライアントアプリケーション情報が含まれてい
ません。リクエストをトレースする場合は，スレッドのハッシュコードや XID の情報
を使用してください。なお，トランザクションタイムアウトが発生した時に出力され
るメッセージには，ルートアプリケーション情報の代わりに，トランザクションを開
始したスレッドのハッシュコードが含まれています。
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6.5 EJB クライアントアプリケーションでのセ
キュリティの実装
EJB クライアントアプリケーションでは，J2EE サーバで定義されたユーザとパスワー
ドを使用してユーザを認証できます。EJB クライアントアプリケーションからユーザを
認証してログインすると，セキュリティロールが設定された Enterprise Bean のメソッ
ドを呼び出せます。
EJB クライアントアプリケーションでのセキュリティは，Cosminexus が提供する API
を使用して実装します。ここでは，セキュリティを実装する場合の前提条件，実装方法，
およびサンプルプログラムを示します。API の機能と文法については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

6.5.1 セキュリティを実装する場合の前提条件
セキュリティを実装する前に，次の前提条件を満たしているか確認してください。
• J2EE サーバ側にユーザが登録されている必要があります。
• 登録されているユーザにセキュリティロールが設定されている必要があります。

（1） セキュリティの実装方法
EJB クライアントアプリケーションでセキュリティを実装する場合，次の手順で処理を
実装します。
1. セキュリティ API のパッケージをインポートします。
セキュリティ API を利用するために，次に示すパッケージをインポートします。
import com.hitachi.software.ejb.security.base.authentication.*

2. LoginInfoManager のオブジェクトを取得します。
Enterprise Bean のメソッドを呼び出すプログラム上で LoginInfoManager オブジェ
クトを取得します。取得には LoginInfoManager オブジェクトに用意されているスタ
ティックメソッドの getLoginInfoManager メソッドを使用します。
LoginInfoManager

lm = LoginInfoManager.getLoginInfoManager();

3. ユーザ名とパスワードでログインします。
LoginInfoManager オブジェクト取得後，login メソッドを呼び出します。
lm.login(username, password);

4. Enterprise Bean のメソッドを呼び出します。
login メソッド成功後，Enterprise Bean のメソッドを呼び出します。
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5. ログアウトします。
Enterprise Bean のメソッド呼び出しが終了したあと，logout メソッドで J2EE サー
バからログアウトします。
lm.logout();

！

注意事項
EJB クライアントアプリケーションでセキュリティを実装する場合，
HiEJBClientStatic.jar をクラスパスに追加してコンパイルする必要があります。

6.5.2

セキュリティを実装した場合のサンプルプログラム

Enterprise Bean 名が account の場合に，getAccountID メソッドを呼び出すサンプルプ
ログラムを次に示します。
import com.hitachi.software.ejb.security.base.authentication.*;
:
try {
LoginInfoManager lm = LoginInfoManager.getLoginInfoManager();
String userName = System.getProperty("username");
String password = System.getProperty("password");
if(lm.login(userName , password)) {
try {
System.out.println("user:" + userName + "login success");
Context ctx = new InitialContext();
java.lang.Object obj = ctx.lookup(appUnitPath + "Account");
AccountHome aHome =
(AccountHome)PortableRemoteObject.narrow(obj,AccountHome.class);
Account account = aHome.create();
account.getAccountID();
} finally {
lm.logout();
}
}
} catch(NotFoundServerException e) {
System.out.println("not found server");
} catch(InvalidUserNameException e) {
System.out.println("invalid user name");
} catch(InvalidPasswordException e) {
System.out.println("invalid password");
} catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
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6.6 RMI-IIOP スタブ，インタフェースの取得
EJB クライアントアプリケーションは，Cosminexus TPBroker の RMI-IIOP の機能を
利用してアプリケーションを呼び出します。
EJB ホームオブジェクトのリファレンスを検索，取得する場合，EJB クライアントアプ
リケーションは次に示すスタブおよびクラスを参照できるようにする必要があります。
• Enterprise Bean の EJB オブジェクトのスタブ
• Enterprise Bean の EJB ホームオブジェクトのスタブ
• スタブが利用する各種クラス
また，EJB クライアントアプリケーションからは，次に示すインタフェース，および各
種クラスを参照できるようにする必要があります。
• リモートインタフェース
• ホームインタフェース
• インタフェースが参照する各種クラス
ビジネスインタフェースを使用して Enterprise Bean を呼び出す場合は，ビジネスイン
タフェース，およびビジネスインタフェースを呼び出すためのクラスを参照できるよう
にする必要があります。
これらのクラス（RMI-IIOP スタブ，RMI-IIOP インタフェース）は，サーバ管理コマン
ドまたはダイナミッククラスローディングを使用してダウンロードします。

ポイント
サーバ管理コマンドとダイナミッククラスローディングの使い分け
ダイナミッククラスローディングを使用するよりも，サーバ管理コマンドを使用して呼び出
しに必要なクラスをダウンロードした方が性能上優れています。したがって，実運用では
サーバ管理コマンドの使用を推奨します。一方，開発，テスト時にはスタブの取得と更新に
手間の掛からない，ダイナミッククラスローディングの使用を推奨します。

6.6.1 サーバ管理コマンドによる手動ダウンロード
サーバ管理コマンドの cjgetstubsjar コマンドで RMI-IIOP スタブおよび RMI-IIOP イン
タフェースをダウンロードできます。cjgetstubsjar コマンドの使用方法については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

6.6.2 ダイナミッククラスローディング
RMI-IIOP スタブをクラスパスに指定しないで，EJB クライアントアプリケーションを
開始します。EJB クライアントアプリケーションが Enterprise Bean を呼び出したとき
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に RMI-IIOP スタブおよび RMI-IIOP インタフェースが自動的に読み込まれます。
RMI-IIOP スタブのダイナミッククラスローディングを利用する場合の手順を示します。
1. 簡易構築定義ファイルを編集します。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.DynamicStubLoading.Enabled パラメタで「true」を指定します。
2. 該当する J2EE サーバを再開始します。
J2EE サーバを開始します。J2EE アプリケーションが開始済みの場合は，一度停止
してから再開始してください。

！

注意事項
ダイナミッククラスローディング使用上の注意事項を次に示します。
• ダイナミッククラスローディングを使用する場合，同じ J2EE サーバ内で，同じパッケー
ジ名称，インタフェース名称の Enterprise Bean を持つ J2EE アプリケーションを複数開
始できません。なお，インタフェースの継承元となる親クラス名称が同じ場合も J2EE ア
プリケーションを複数開始できません。ここでの継承元となる親クラスとは，ユーザが作
成するクラスであり，J2SE や J2EE が提供するクラスではありません。
• クライアントプログラムのクラスパスにスタブを指定していない場合，シリアライズされ
た Enterprise Bean オブジェクトの Handle（javax.ejb.Handle）を復元できません。
• CTM のグローバル CORBA ネーミングサービスをルックアップする場合には，ダイナ
ミッククラスローディング機能は使用できません。

6.6.3

uCosminexus Client 使用時の注意

uCosminexus Client には cjgetstubsjar コマンドは含まれていないため，サーバ管理コ
マンドで取得できません。uCosminexus Client で RMI-IIOP のスタブを手動で取得する
場合の手順を次に示します。
1. Application Server が稼働するマシンで cjgetstubsjar コマンドを実行し，RMI-IIOP の
スタブとインタフェースのファイルを任意のディレクトリに置きます。
2. uCosminexus Client が稼働するマシンから Application Server が稼働するマシンにア
クセスし，ファイル転送などの方法で RMI-IIOP のスタブとインタフェースのファイ
ルをダウンロードします。
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7

J2EE アプリケーションの実
行
この章では，J2EE サーバで実行できる J2EE アプリケーショ
ンの形態と，J2EE アプリケーションを実行するための機能に
ついて説明します。

7.1 実行できる J2EE アプリケーションの形態
7.2 アーカイブ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ
7.3 展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ
7.4 J2EE アプリケーションのリデプロイ
7.5 J2EE アプリケーションの更新検知とリロード
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7.1 実行できる J2EE アプリケーションの形態
J2EE サーバ上で実行できるアプリケーションを，J2EE アプリケーションといいます。
WAR 形式の Web アプリケーション，または EJB-JAR 形式の EJB アプリケーションを
J2EE サーバで実行するためには，J2EE アプリケーションとしてデプロイする必要があ
ります。J2EE サーバ上で実行できる J2EE アプリケーションは，次に示す 2 種類です。
● アーカイブ形式の J2EE アプリケーション
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EE サーバの作業ディレクト
リに持つ J2EE アプリケーションです。
● 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を，J2EE サーバの外部にある一
定のルールに従ったファイル／ディレクトリに持つ J2EE アプリケーションです。
7.2 以降で，それぞれの形式の J2EE アプリケーションのデプロイについて説明します。
また，J2EE アプリケーションの実行機能として，J2EE アプリケーションのリデプロ
イ，J2EE アプリケーションの更新検知とリロードについても説明します。
なお，システムの運用を開始したあとで J2EE アプリケーションの運用中に使用する機
能については，「19.
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7.2 アーカイブ形式による J2EE アプリケー
ションのデプロイ
この節では，アーカイブ形式による J2EE アプリケーションのデプロイについて説明し
ます。

（1） アーカイブ形式の J2EE アプリケーションとは
J2EE サーバ上で実行できるアプリケーションの形式の一つに，アーカイブ形式の J2EE
アプリケーションがあります。アーカイブ形式の J2EE アプリケーションは，EJB や
サーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EE サーバの作業ディレクトリに持つ
アプリケーションです。アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを次の図に示します。
図 7-1 アーカイブ形式の J2EE アプリケーション

アーカイブ形式の J2EE アプリケーションでは，アプリケーションの実体は J2EE サー
バ上にあり，J2EE サーバの作業ディレクトリ下にアプリケーションの構成要素を保持し
ます。
通常，アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを入れ替える場合には，J2EE サーバ
上で動作している J2EE アプリケーションの停止，新しい J2EE アプリケーションのイ
ンポート，デプロイなどの作業が発生します。このとき，リデプロイ機能を使用すると，
通常の J2EE アプリケーションの入れ替えに比べて，少ない手順で入れ替えができるよ
うになります。
リデプロイ機能を使用した J2EE アプリケーションの入れ替えでは，J2EE アプリケー
ションの属性情報を引き継ぐことができ，J2EE サーバ上で動作している J2EE アプリ
ケーションの停止，新しい J2EE アプリケーションのインポート，デプロイなどの作業
が不要になります。リデプロイ機能については，
「7.4 J2EE アプリケーションのリデプ
ロイ」を参照してください。リデプロイ機能を使用した J2EE アプリケーションの入れ
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替えについては，「19.6.1

J2EE アプリケーション入れ替えの概要」を参照してくださ

い。

（2） J2EE アプリケーションのデプロイ
Web アプリケーション，または EJB アプリケーションを J2EE サーバで実行するために
は，J2EE アプリケーションとしてデプロイする必要があります。J2EE アプリケーショ
ンを実行する J2EE サーバに EAR ファイルをインポートしてください。

（3） J2EE アプリケーションのアンデプロイ
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを削除する場合は，J2EE アプリケーション
に対してアンデプロイを実行します。アンデプロイの処理完了後に，J2EE サーバから
J2EE アプリケーションが削除されます。
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7.3 展開ディレクトリ形式による J2EE アプリ
ケーションのデプロイ
この節では，展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケーションのデプロイについて
説明します。

7.3.1 展開ディレクトリ形式の概要
ここでは，展開ディレクトリ形式の概要，デプロイおよびアンデプロイの方法について
説明します。

（1） 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションとは
J2EE サーバ上で実行できるアプリケーションの形式の一つに，展開ディレクトリ形式の
J2EE アプリケーションがあります。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション
は，EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を，J2EE サーバの外部にある
一定のルールに従ったファイル／ディレクトリに持つアプリケーションです。アプリ
ケーションディレクトリというルートディレクトリを作成し，アプリケーションディレ
クトリ下に，EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素が格納されていれば，
J2EE アプリケーションとして動作できます。アプリケーションディレクトリについて
は，「7.3.2 アプリケーションディレクトリの構成」を参照してください。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを次の図に示します。
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図 7-2 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーション

展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションが保持するのは，DD とアプリケー
ションディレクトリへのパス情報です。J2EE サーバの作業ディレクトリ下に，
EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素を保持しません。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの特長について説明します。
（a） J2EE アプリケーションの入れ替えの容易化
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションでは，構成要素を EAR 形式にアーカイ
ブする必要はありません。このため，アーカイブ形式の J2EE アプリケーションと比べ
て，少ない手順で J2EE アプリケーションの入れ替えができます。
また，リロード機能を使用することで，さらに少ない手順で J2EE アプリケーションを
動的に入れ替えられます。リロード機能では，J2EE アプリケーションを構成するファイ
ルの更新を検知し，更新した J2EE アプリケーションをリロードします。リロード機能
を使用することで，J2EE サーバを再起動することなく，デプロイ済みのサーブレット，
JSP や EJB-JAR を動的に入れ替えられるようになります。リロード機能については，
「7.5

J2EE アプリケーションの更新検知とリロード」を参照してください。

（b） 複数の J2EE サーバでのアプリケーションディレクトリの共有
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションでは，複数の J2EE サーバでアプリ
ケーションディレクトリを共有できます。
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例えば，アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを使用している場合に，同じ内容の
J2EE アプリケーションを複数の J2EE サーバで実行させるときは，複数の J2EE サー
バ上に，EAR ファイル／ ZIP ファイルをそれぞれ配置する必要があります。また，イン
ポートした J2EE アプリケーションを入れ替える場合には，J2EE サーバの数だけ，再
インポートや再デプロイが必要になります。
しかし，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションでは，DD とアプリケーショ
ンディレクトリへのパス情報だけを保持するため，アプリケーションディレクトリ以下
にある EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素を，複数の J2EE サーバで共
有できます。
例えば，J2EE サーバをクラスタ構成で配置している場合にそれぞれの J2EE サーバで
同じ J2EE アプリケーションを使用するときは，同一のディレクトリをアプリケーショ
ンディレクトリとして指定できます。同一のアプリケーションディレクトリを参照して
いるため，J2EE アプリケーションに変更が発生した場合には，そのアプリケーション
ディレクトリでクラスファイルなどを更新するだけで，すべての J2EE アプリケーショ
ンの入れ替えができるようになります。アプリケーションディレクトリの共有の例を次
の図に示します。
図 7-3 アプリケーションディレクトリの共有の例

なお，J2EE アプリケーションを共有する場合には，それぞれの J2EE サーバから参照
できる環境（共有ディスク装置など）にアプリケーションディレクトリを配置してくだ
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さい。

（2） J2EE アプリケーションのデプロイ
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを J2EE サーバ内にインポートしてク
ライアントから実行可能な状態にするためには，デプロイが必要です。J2EE アプリケー
ションを実行する J2EE サーバに，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを
インポートしてください。アプリケーション開始時に生成される各クラスローダは，ク
ラスパスとしてアプリケーションディレクトリを保持して動作します。

（3） J2EE アプリケーションのアンデプロイ
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを削除する場合は，展開ディレクトリ
形式の J2EE アプリケーションに対してアンデプロイを実行します。アンデプロイの処
理完了後に，J2EE サーバへの J2EE アプリケーションの登録が解除されます。なお，
アプリケーションディレクトリは削除されません。

7.3.2

アプリケーションディレクトリの構成

アプリケーションディレクトリは，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの
ルートディレクトリです。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを作成する
場合には，アプリケーションディレクトリを作成し，アプリケーションディレクトリ下
に，EJB-JAR，Web アプリケーションなどの構成要素を格納します。アプリケーション
ディレクトリの構成を次の表に示します。
表 7-1 アプリケーションディレクトリの構成
ディレクトリ
< アプリケーションディレクトリ >

展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションのルー
トディレクトリです。アプリケーションディレクトリの
名称は任意です。

META-INF

J2EE アプリケーションの DD の格納ディレクトリです。
このディレクトリの直下に，application.xml が格納され
ます。

<EJB-JAR ディレクトリ >

EJB アプリケーションのルートディレクトリです。

META-INF
< パッケージ名 >
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EJB-JAR の DD の格納ディレクトリです。このディレク
トリの直下に，ejb-jar.xml が格納されます。
EJB-JAR のクラスファイルやプロパティファイルを格納
するディレクトリです。
（例）
MyEJB.class
MyEJBHome.class
MyEJBRemote.class
MyResource.properties
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ディレクトリ

ディレクトリの説明

<WAR ディレクトリ >

Web アプリケーションのルートディレクトリです。
なお，このディレクトリの直下に，JSP ファイルが格納
されます。
（例）
index.jsp

WEB-INF

Web アプリケーションの DD の格納ディレクトリです。
このディレクトリの直下に，web.xml が格納されます。
classes

サーブレットクラスファイルやプロパティファイルを格
納するディレクトリです。
（例）
MyServlet.class

lib

タグライブラリなどの JAR ファイルを格納するディレク
トリです。
（例）
MyTagLibrary.jar

RAR ファイル※

注※

J2EE アプリケーションで使用するリソースアダプタで
す。

リソースアダプタ（RAR ファイル）を J2EE アプリケーションに含めて使用する場合に配置

します。RAR ファイルは，アーカイブファイルのまま格納します。リソースアダプタを J2EE リ
ソースアダプタとしてデプロイする場合は，アプリケーションディレクトリにリソースアダプタを
格納する必要はありません。

アプリケーションディレクトリの留意事項を次に示します。
● <EJB-JAR ディレクトリ >，<WAR ディレクトリ >，および RAR ファイルを配置す
る場所は，application.xml の <module> タグ以下に記述した相対パスに従って作成し
てください。また，EJB-JAR ディレクトリと WAR ディレクトリの名称も
application.xml の記述と合わせてください。application.xml の <module> タグ以下
に記述した EAR 上の相対パス（EJB-JAR ファイル名，または WAR ファイル名）か
ら拡張子（
「.jar」または「.war」）を除いたものが，EJB-JAR ディレクトリと WAR
ディレクトリの名称になります。
● application.xml の <module> タグ以下で，EJB-JAR と WAR のモジュールが，「.jar」
または「.war」以外の拡張子で宣言されていた場合，アプリケーションのインポート
に失敗します。
● アプリケーションディレクトリ以下の JAR ファイルのうち，application.xml の
<module> タグ以下で定義していない，拡張子が小文字（.jar）の JAR ファイルは，
ライブラリ JAR として扱われます。
● アプリケーションディレクトリにない JAR を指定する場合は，参照ライブラリを使用
します。
● アプリケーションディレクトリを変更する場合には，「(2)

アプリケーションディレ

クトリの変更」に示す規則に従ってください。
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（1） アプリケーションディレクトリの作成例
アプリケーションディレクトリの作成例を次に示します。
ここでは，EJB-JAR ディレクトリが「subdir/converter」
，WAR ディレクトリが
「MyWebApp」，RAR ファイルが「rardir/DBConnector_DABJ_CP.rar」の場合のアプリ
ケーションディレクトリの構成例，application.xml の記述例を示します。
● アプリケーションディレクトリの構成例
この例でのアプリケーションディレクトリの構成を次に示します。

● application.xml の記述例
この例での application.xml を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<application xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
version="1.4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/application_1_4.xsd">
<display-name>converter</display-name>
<module>
<ejb>subdir/converter.jar</ejb>
</module>
<module>
<web>
<web-uri>MyWebApp.war</web-uri>
<context-root>/</context-root>
</web>
</module>
<module>
<connector>rardir/DBConnector_DABJ_CP.rar</connector>
</module>
</application>
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（2） アプリケーションディレクトリの変更
アプリケーションディレクトリを変更する場合，変更の対象となるディレクトリやファ
イルの種類と操作の内容によって，変更できなかったり，変更後にアプリケーションの
再インポートが必要になったりします。
（例）
• ディレクトリの削除／名称変更
アプリケーションディレクトリ，EJB-JAR ディレクトリ，および WAR ディレク
トリは削除できません。また，ディレクトリ名は変更できません。削除した場合
や名称を変更した場合には，アプリケーションを再インポートする必要がありま
す。
• JAR ファイルの追加／変更／削除
ライブラリ JAR の追加，削除，およびファイル名の変更はできません。ライブラ
リ JAR（application.xml で宣言していない JAR ファイル）を追加しても，その
JAR ファイルは読み込まれません。アプリケーションのインポート時に存在した
ライブラリ JAR のファイル名を変更した場合や，ライブラリ JAR を削除した場
合には，アプリケーションを再インポートする必要があります。
なお，WAR ディレクトリ /WEB-INF/lib ディレクトリでは，JAR ファイルの追加
／変更／削除はできます。
• DD の変更
ユーザがアプリケーションディレクトリに存在する DD を変更しても，J2EE
サーバは更新を検知しません。DD に記述された定義の更新にはサーバ管理コマン
ドを使用してください。ただし，クラスファイルに記述されたアノテーションは，
次回 J2EE アプリケーションを開始したときのクラスファイルの再読み込みで，
更新を反映させることができます。
なお，サーバ管理コマンド実行時にアプリケーションディレクトリの構成が
チェックされます。
アプリケーションディレクトリの変更可否を次の表に示します。
表 7-2 アプリケーションディレクトリの変更可否
対象

J2EE アプ
リケーショ
ン

ディレクトリお
よびファイル

アプリケーショ
ンディレクトリ

ディレクトリおよび
ファイルへの操作

アプリケー
ションの状
態

説明

停止

開始

追加

−

−

−

内容変更

−

−

−

名称変更

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。
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対象

ディレクトリお
よびファイル

application.xm
l

ディレクトリおよび
ファイルへの操作

アプリケー
ションの状
態

説明

停止

開始

削除

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

追加

−

−

−

内容変更

○

×

DD の直接編集はできない。
DD の定義の更新にはサーバ
管理コマンドを使用する。※

1

EJB アプリ
ケーション

EJB-JAR ディ
レクトリ

EJB を構成す
るクラスファイ
ル
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名称変更

−

−

−※ 1

削除

△

×

−※ 1

追加

△

−

−

内容変更

−

−

−

名称変更

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

削除

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

追加

◎

×

クラスを追加したあとで，
サーバ管理コマンド（または
Server Plug-in）で属性を編
集する必要がある。

内容変更

◎

×

DD にメソッド情報
（container-transaction や
method-permission）が記述
されている場合には，DD の
情報と同期を取って修正する
必要がある。

名称変更

△

×

クラスファイルの内容を変更
しないでクラスファイル名を
変更しようとした場合，次回
クラスローダ時にエラーにな
る。

削除

◎

×

クラスを削除したあとで，
サーバ管理コマンド（または
Server Plug-in）で属性を編
集する必要がある。
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対象

ディレクトリお
よびファイル

ほかのクラス
ファイル

ejb-jar.xml

ディレクトリおよび
ファイルへの操作

アプリケー
ションの状
態

説明

停止

開始

追加

◎

×

−

内容変更

◎

×

−

名称変更

△

×

クラスファイルの内容を変更
しないでクラスファイル名を
変更しようとした場合，次回
クラスローダ時にエラーにな
る。

削除

◎

×

−

追加

−

−

−

内容変更

○

×

DD の直接編集はできない。
DD の定義の更新にはサーバ
管理コマンドを使用する。※

1

Web アプリ
ケーション

WAR ディレク
トリ

WEB-INF/
classes 下のク
ラスファイルや
プロパティファ
イル

WEB-INF/lib
下の JAR ファ
イル

名称変更

−

−

−※ 1

削除

△

×

−※ 1

追加

△

−

−

内容変更

−

−

−

名称変更

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

削除

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

追加

◎

×

−

内容変更

◎

×

−

名称変更

−

−

クラスファイルの内容を変更
しないでクラスファイル名を
変更しようとした場合，次回
クラスローダ時にエラーにな
る。

削除

◎

×

−

追加

◎

×

−

内容変更

◎

×

−

名称変更

◎

×

−

削除

◎

×

−
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対象

ディレクトリお
よびファイル

web.xml

ディレクトリおよび
ファイルへの操作

アプリケー
ションの状
態

説明

停止

開始

追加

−

−

−

内容変更

○

×

DD の直接編集はできない。
DD の定義の更新にはサーバ
管理コマンドを使用する。※

1

JSP ファイル，
タグファイル，
静的コンテンツ
（HTML や
JavaScript な
ど）
，
JSP ファイル
またはタグファ
イルが依存する
ファイル※ 2，
JSP コンパイ
ル結果
ライブラリ

ライブラリ
JAR

参照ライブラリ
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名称変更

−

−

−※ 1

削除

△

×

−※ 1

追加

◎

×

−

内容変更

◎

×

−

名称変更

−

−

−

削除

◎

×

−

追加

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。
ライブラリ JAR を追加して
も無視される。

内容変更

◎

×

−

名称変更

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

削除

△

×

アプリケーションの構成変更
はできない。

追加

◎

×

内容変更

◎

×

名称変更

−

−

サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）で定義を変
更する。開始状態では変更で
きない。

削除

○

×

サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）で定義を変
更する。開始状態では削除で
きない。

サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）で定義を変
更する。
−
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対象

ディレクトリお
よびファイル

参照ライブラリ
のディレクトリ

リソースア
ダプタ

RAR ファイル

ディレクトリおよび
ファイルへの操作

アプリケー
ションの状
態

説明

停止

開始

追加

◎

×

−

内容変更

◎

×

−

名称変更

◎

×

−

削除

◎

×

−

追加

△

×

−

内容変更

○

×

RAR ファイルを直接変更で
きない。サーバ管理コマンド
を使用してプロパティを変更
する。

名称変更

△

×

−

削除

△

×

−

（凡例）
「アプリケーションの状態」が「停止」の場合
アプリケーションが停止状態の場合，ディレクトリおよびファイルの種類や操作の内容によっ
て，アプリケーションの再インポートの要否が異なります。
◎：再インポートは不要（次回アプリケーション開始時に操作が反映される）
。
○：条件を満たす場合には，再インポートは不要。条件は「説明」を参照。
△：再インポートが必要。
−：該当しない。
「アプリケーションの状態」が「開始」の場合
アプリケーションが開始状態でリロード機能が無効の場合，ディレクトリおよびファイルの種
類や操作の内容によって，操作を許可するかどうかが異なります。
×：操作できない。
−：該当しない。
注※ 1
DD を変更しても J2EE サーバは更新を検知しないで，操作は無視されます。
次に示すコマンドを次回，実行したときに上書きされます。
cjsetappprop
cjaddapp（-type filter オプション指定時）
cjdeleteapp（-type filter オプション指定時）
cjrenameapp
cjstartapp
注※ 2
依存するファイルは，JSP ファイルまたはタグファイルの include ディレクティブでインク
ルードされるファイルや，web.xml の <include-prelude> または <include-coda> でインクルー
ドされるファイルのことです。
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7.3.3

EAR ファイル／ ZIP ファイルの展開ディレクトリ形式
でのデプロイ

EAR ファイルや，J2EE サーバからエクスポートした ZIP ファイルを，展開ディレクト
リ形式で J2EE サーバにインポートできます。この機能を使用することで，作成済みの
EAR ファイル／ ZIP ファイルを，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションとし
て動作させることが容易になります。

（1） EAR ファイル／ ZIP ファイルの展開
EAR ファイル／ ZIP ファイルの内容を任意のディレクトリに展開して，展開ディレクト
リ形式の J2EE アプリケーションとして J2EE サーバにインポートします。EAR ファイ
ル／ ZIP ファイルの展開を次の図に示します。
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図 7-4 EAR ファイル／ ZIP ファイルの展開

インポートするときに，コマンドの引数として，EAR ファイル／ ZIP ファイルと，アプ
リケーションディレクトリとなる展開先のディレクトリを指定します。J2EE サーバは，
展開先のディレクトリのパス情報をコマンドから受け取り，そのパス情報を基にアプリ
ケーションディレクトリを生成して，アプリケーションディレクトリ下に EAR ファイル
／ ZIP ファイルの内容を展開します。

（2） ディレクトリ名の生成規則
EAR ファイル／ ZIP ファイルを展開ディレクトリ形式としてインポートする場合，ディ
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レクトリ名の衝突が発生することがあります。EAR ファイル／ ZIP ファイルを展開する
場合の，EJB-JAR ディレクトリと WAR ディレクトリのディレクトリ名の生成規則を次
に示します。
• EAR ファイル内のディレクトリと衝突しない場合
EJB-JAR ファイルと WAR ファイルから拡張子（「.jar」または「.war」
）を除いたも
のが，EJB-JAR ディレクトリと WAR ディレクトリの名称になります。
EJB-JAR ファイルと WAR ファイルに拡張子がない場合は，ファイル名がそのまま
ディレクトリ名になります。
• EJB-JAR ファイルと WAR ファイルで衝突する場合，または EAR ファイル内のディ
レクトリと衝突する場合
EJB-JAR ファイルと WAR ファイルの拡張子（「.jar」または「.war」
）をそれぞれ
「_jar」または「_war」に置き換えたものが，EJB-JAR ディレクトリと WAR ディレ
クトリの名称になります。
•「_jar」または「_war」に置き換えても衝突する場合
「_jar」または「_war」の後ろに通し番号（1 〜 2147483647）が付加されます。
ディレクトリ名の衝突が発生する場合の EAR ファイルの構成と，生成されるアプリケー
ションディレクトリの構成を次の図に示します。
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図 7-5 ディレクトリ名の衝突の例

！

注意事項
cjimportapp コマンドの -d オプションを使用して EAR ファイル／ ZIP ファイルを展開して
作成されたアプリケーションディレクトリが，次に示す条件のどれかに合致する場合，その
アプリケーションディレクトリを cjimportapp コマンドの -a オプションに指定していると，
インポートに失敗します。
• EJB-JAR のモジュール名が「.jar」で終わっていない。
• WAR のモジュール名が「.war」で終わっていない。
• モジュールの拡張子を除いた名称が，ほかのモジュールの拡張子を除いた名称と重複す
る。
• モジュールの拡張子を除いた名称が，EAR ファイル内のディレクトリと重複する。
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7.3.4

展開ディレクトリ形式を使用する場合の注意事項

展開ディレクトリ形式を使用する場合の注意事項を次に示します。
● 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションでは，アーカイブ形式の J2EE アプ
リケーションと比べて，次の作業ができません。
• EJB-JAR ／ WAR ／ RAR の追加
• EJB-JAR ／ WAR ／ RAR の削除
• ライブラリ JAR の追加
• ライブラリ JAR の削除
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションでこれらの作業を実施したい場合に
は，次の手順で実施してください。
1. J2EE サーバから展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを削除します。
2. アプリケーションディレクトリを修正します。
3. 修正した展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをインポートします。
● 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを使用する場合には，J2EE アプリ
ケーションが任意のリソースへアクセスできるように，セキュリティの設定を変更す
ることをお勧めします。セキュリティの設定の変更については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」の展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケー
ションの設定に関する説明を参照してください。
● 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをインポートする場合に，アプリ
ケーションディレクトリのパスとして UNC 名を含むパスは指定できません。UNC 名
を含むパスを指定した場合には，コマンドの実行エラーになります。
● J2EE サーバの起動処理中やサーバ管理コマンドの実行中にアプリケーションディレ
クトリ以下のファイルおよびディレクトリを追加／削除／上書きしないでください。
● application.xml に <alt-dd> タグが指定されている J2EE アプリケーションは，展開
ディレクトリ形式で使用できません。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーショ
ンをインポートする場合，または EAR ファイルや，J2EE サーバからエクスポートし
た ZIP ファイルを展開ディレクトリ形式でインポートする場合に，J2EE アプリケー
ションの application.xml に <alt-dd> タグが指定されているときは，コマンドの実行
エラーになります。
● J2EE サーバ内で，複数の J2EE アプリケーションが同一のディレクトリをアプリ
ケーションディレクトリとして指定することはできません。展開ディレクトリ形式の
J2EE アプリケーションをインポートする場合，または EAR ファイルや，J2EE サー
バからエクスポートした ZIP ファイルを展開ディレクトリ形式でインポートする場合
に，指定したディレクトリがすでにほかの J2EE アプリケーションのアプリケーショ
ンディレクトリであるときは，コマンドの実行エラーになります。
● アプリケーションディレクトリ以下に Java ソースファイルを置くような構成は推奨
しません。同じディレクトリに置かれているクラスファイルと Java ソースファイル
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の同期が取れていない場合，アプリケーションの開始やリロードに失敗する場合があ
ります。
● 次の半角記号はエスケープ文字として扱われるため，アプリケーションディレクトリ
名およびモジュール名には指定しないでください。
! # % +
● アプリケーションディレクトリ以下に置かれている JAR ファイルはライブラリ JAR
として扱われます。このため，アプリケーションディレクトリ以下には，
cjgetstubsjar コマンドで取得したスタブおよびインタフェースを置かないでくださ
い。

455

7. J2EE アプリケーションの実行

7.4 J2EE アプリケーションのリデプロイ
リデプロイとは，少ない手順で高速に J2EE アプリケーションを入れ替えられるデプロ
イ方法です。この節では，リデプロイ機能を使用した J2EE アプリケーションの入れ替
えについて説明します。
リデプロイ機能を使用した J2EE アプリケーションの入れ替えでは，J2EE アプリケー
ションのすべての属性の情報を引き継ぐことができます。リデプロイ機能での J2EE ア
プリケーションの入れ替えは，次のような場合に利用できます。
J2EE アプリケーションのテスト時のロジックの修正による入れ替え
テスト実施中，J2EE アプリケーション内のロジックに問題を発見して J2EE アプ
リケーション内の EJB-JAR ファイルや WAR ファイルなどを修正した場合に，テス
ト中のアプリケーションを修正後の J2EE アプリケーションと入れ替えるときに使
用できます。
運用中の J2EE アプリケーションと開発環境でテストした J2EE アプリケーションとの入
れ替え
開発環境にある J2EE アプリケーションを，すでに運用中の J2EE アプリケーショ
ンと入れ替えるときに使用できます。
ただし，運用環境と開発環境のアプリケーションの構成は同じで，ロジックだけが
異なる J2EE アプリケーションの場合に入れ替えできます。
リデプロイ機能を使用する場合には，通常の J2EE アプリケーションの入れ替えを実施
するときに必要となる，入れ替え前の J2EE アプリケーションの停止と削除，入れ替え
る J2EE アプリケーションのインポートとデプロイなどの手順が不要になります。この
ため，通常の J2EE アプリケーションの入れ替えに比べて，少ない手順で入れ替えがで
きるようになります。J2EE アプリケーションの入れ替えについては，
「19.6.1 J2EE
アプリケーション入れ替えの概要」を参照してください。
なお，リデプロイ機能を使用した J2EE アプリケーションの入れ替えができるのは，
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションです。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリ
ケーションでは，リデプロイ機能は使用できません。

参考
リデプロイを実行する前に，JSP 事前コンパイル機能を実行しておくことをお勧めします。
JSP 事前コンパイル機能は，Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルをデプロイ前
にコンパイルし，クラスファイルを生成する機能です。あらかじめ，クラスファイルの生成
までを実施しておくので，JSP に最初にリクエストが到着したときのレスポンスタイムおよ
び Web アプリケーションの開始時間を短縮できます。JSP 事前コンパイル機能については，
「4.7
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JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持」を参照してください。
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7.4.1

J2EE アプリケーションの状態と入れ替え

リデプロイ機能では，J2EE アプリケーションが開始・停止の状態に関係なく入れ替えで
きます。
開始状態のアプリケーションを入れ替えた場合，および停止状態のアプリケーションを
入れ替えた場合について説明します。

（1） 開始状態の J2EE アプリケーションを入れ替えた場合
開始状態の J2EE アプリケーションを入れ替えた場合，入れ替え後の J2EE アプリケー
ションも開始状態になります。
開始状態の J2EE アプリケーションをリデプロイすると，次のような流れで入れ替え処
理が実施されます。
1. J2EE アプリケーションを停止する
2. J2EE アプリケーションを入れ替える
3. J2EE アプリケーションを開始する
それぞれの処理については，タイムアウトがあります。
停止時のタイムアウト
J2EE アプリケーションの停止処理の実行時間が，サーバ管理コマンドでタイムア
ウトとして設定した時間を超えた場合，J2EE アプリケーションは強制停止されま
す。強制停止を実施後，強制停止で設定したタイムアウト値の時間を超えても
J2EE アプリケーションが停止しない場合は，サーバ管理コマンドは異常終了しま
す。
タイムアウトの設定については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
なお，タイムアウトの時間には，次に示す順序で，最初に取得できた値が適用され
ます。
1. サーバ管理コマンドに設定されたタイムアウト値
2. デフォルト値（60 秒）
入れ替え時および開始時のタイムアウト
入れ替え処理，および開始処理の実行時間でタイムアウト値として設定した時間を
超えた場合，サーバ管理コマンドは異常終了します。なお，タイムアウト値は，
RMI-IIOP 通信のタイムアウトに設定した時間が適用されます。RMI-IIOP 通信の
タイムアウトについては，「5.9.4

RMI-IIOP 通信のタイムアウト」を参照してくだ

さい。

（2） 停止状態の J2EE アプリケーションを入れ替えた場合
停止状態の J2EE アプリケーションを入れ替えた場合，入れ替え後の J2EE アプリケー
ションも停止状態になります。停止状態の J2EE アプリケーションのリデプロイでは，
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アプリケーションの入れ替え処理だけが実施されます。

7.4.2

注意事項

リデプロイによる J2EE アプリケーションの入れ替えの注意事項について説明します。
● 入れ替え処理実行時に，J2EE サーバ上に同じ名称の J2EE アプリケーションがない
場合は，エラーになります。入れ替えはできません。
● リデプロイによる J2EE アプリケーションの入れ替えでは，入れ替え前の J2EE アプ
リケーションの実行時情報を，入れ替え後の J2EE アプリケーション（新しい J2EE
アプリケーション）に引き継ぐため，入れ替え後の J2EE アプリケーションに実行時
情報が含まれていると入れ替えができません。入れ替えをしようとすると，エラー終
了します。
● デフォルトの設定の場合，入れ替え後の J2EE アプリケーションには，入れ替え前の
J2EE アプリケーションのすべての属性が引き継がれます。06-70 よりも前のバー
ジョンと同じように，ランタイム属性※だけを引き継ぐ場合は，オプションを指定し
て cjreplaceapp コマンドを実行する必要があります。コマンドの詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」を参照してください。

● J2EE アプリケーションについて，入れ替え前と入れ替え後で次に示す内容に差異が
あると，入れ替え処理でエラー終了します。
• J2EE アプリケーション内の EJB-JAR ファイルの数，リソースアダプタの数，およ
び WAR の数が異なる。
• J2EE アプリケーション内の EJB-JAR ファイル名，RAR ファイル名，および WAR
ファイル名が，入れ替え前と入れ替え後とで異なる。
• EJB-JAR ファイル内のホームインタフェース（ローカル／リモート），コンポーネ
ントインタフェース（ローカル／リモート）
，およびビジネスインタフェース（ロー
カル／リモート）のメソッド定義が異なる。
• ランタイム属性※だけを引き継ぐ設定をしている場合に，DD（application.xml，
ejb-jar.xml，ra.xml，web.xml）の定義が異なる。
• 設定しているアノテーションの値を変更した。
● 開始状態の J2EE アプリケーションを入れ替えした場合，プールやキャッシュに格納
された J2EE アプリケーション関連のオブジェクトは破棄されます。
注※
属性ファイルには，DD（application.xml，ejb-jar.xml，ra.xml，web.xml）の定義
と属性ファイル独自の定義が設定できます。属性ファイル独自の定義のことをラン
タイム属性といいます。
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7.5 J2EE アプリケーションの更新検知とリ
ロード
J2EE アプリケーションを構成するファイルを更新した場合に，更新検知やコマンド実行
によって，更新した J2EE アプリケーションをリロードできます。リロード機能を使用
することで，少ない手順で J2EE アプリケーションを動的に入れ替えられるようになり
ます。この節では，J2EE アプリケーションの更新検知とリロードについて説明します。
J2EE アプリケーションの更新検知とリロードの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。また，コマンドやファイル
のキーについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
ニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」
，およびマ

定義編」を参照してください。

7.5.1 更新検知とリロードの概要
リロード機能は，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを使用している場合
に使用できます。リロード機能を使用することで，J2EE サーバを再起動することなく，
デプロイ済みのサーブレット，JSP や EJB-JAR を動的に入れ替えられるようになりま
す。
また，リロード機能を使用する場合には，通常の J2EE アプリケーションの入れ替えで
必要となる，入れ替え前の J2EE アプリケーションの停止と削除，入れ替える J2EE ア
プリケーションのインポートとデプロイなどの手順が不要になります。このため，通常
の J2EE アプリケーションの入れ替えに比べて，少ない手順で入れ替えができるように
なります。J2EE アプリケーションの入れ替えについては，
「19.6.1 J2EE アプリケー
ション入れ替えの概要」を参照してください。

（1） J2EE アプリケーションのリロード方法
J2EE アプリケーションのリロードには，更新検知によるリロードと，コマンドによるリ
ロードの 2 種類の方法があります。
（a） 更新検知によるリロード
更新検知によるリロードは，J2EE アプリケーション開発時のテストを支援する機能とし
て利用できます。更新検知によるリロードを次の図に示します。
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図 7-6 更新検知によるリロード

展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する EJB アプリケーション
（EJB-JAR）や Web アプリケーション（WAR）が更新された場合に，J2EE サーバが
J2EE アプリケーションの更新を検知し，更新後の EJB-JAR や WAR を自動的にリロー
ドします。
J2EE サーバは，J2EE アプリケーションの構成ファイルを定期的に監視し，構成ファイ
ルの更新を検知すると，J2EE アプリケーションのリロードを実行します。J2EE アプリ
ケーションの更新からリロードまでの処理の流れを次の図に示します。
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図 7-7 更新検知によるリロードの処理の流れ

図中の 1. 〜 10. について説明します。
1. J2EE アプリケーションの構成ファイルを更新します。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する EJB-JAR や WAR を更
新します。
2. J2EE サーバが J2EE アプリケーションの構成ファイルの更新を検知します。
• J2EE サーバは，J2EE アプリケーションの構成ファイルを定期的に監視していて，
構成ファイルが更新されると更新を検知します。J2EE アプリケーションの構成
ファイルを監視して更新を検知する間隔は，更新検知インターバルとして設定しま
す。更新検知インターバルについては，「7.5.3 J2EE アプリケーションの更新検
知インターバル」を参照してください。
• 更新を検知したあと，更新するファイルをロードします。このとき，ファイルのコ
ピー中にロードが開始されてしまい，ロードに失敗することがあります。これを回
避するため，構成ファイルの更新を検知してから処理中のリクエスト数の監視を開
始するまでの時間を構成ファイル更新用インターバルとして設定しておくことがで
きます。構成ファイル更新用インターバルについては，「7.5.4 J2EE アプリケー
ションの構成ファイル更新用インターバル」を参照してください。
• JSP を更新した場合には，JSP の再コンパイル，またはクラスファイルの監視に
よって更新が検知されます。JSP のリロードについては，
「7.5.6

JSP のリロー

ド」を参照してください。
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3. リクエスト処理を閉塞します。
構成ファイルの更新を検知し，構成ファイル更新用インターバルで指定した時間を経
過すると，J2EE アプリケーションのリロードを実行するためにリクエスト処理を閉
塞します。
• EJB アプリケーション（EJB-JAR）の場合
新規リクエストが来たらエラーを返します。処理中のリクエストがある場合には，
処理を続行します。ただし，Stateless Session Bean の場合は，CTM を使用するこ
とで，新規リクエストを実行待ちにできます。
• Web アプリケーション（WAR）の場合
新規リクエストが来たら実行待ちになります。処理中のリクエストがある場合に
は，処理を続行します。このとき，リロード遅延実行機能を使用すると，リロード
の開始処理を遅らせることができます。リロード遅延実行については，「7.5.5(1)
Web アプリケーションのリロード遅延実行」を参照してください。

参考
処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，J2EE アプリケーション実行時間の監視
のメソッドタイムアウトおよびメソッドキャンセルを実行することで，リロード処理を開始
できます。リロードと J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係については，
「7.5.7(2)

リロードと J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係」を参照してくださ

い。

4. J2EE アプリケーションの終了処理をします。
リロードを実行するために，J2EE アプリケーションを終了します。終了処理では，
次の処理が実施されます。
• リロード前のクラスローダにローディングされたサーブレットのインスタンスが破
棄されます。サーブレットが destroy メソッドを実装している場合，destroy メ
ソッドが実行されます。また，JSP ファイルから生成されたサーブレットのインス
タンスも破棄されます。このとき，JSP ファイルが jspDestroy メソッドを実装し
ていると，jspDestroy メソッドが実行されます。
• javax.servlet.ServletContext に登録されたオブジェクトは破棄されます。
• リロード前のクラスローダにローディングされた EJB のインスタンスが破棄され
ます。このとき，次の EJB のコールバックメソッドが実行されます。
分類

実行されるメソッド

Stateless Session Bean の場合

ejbRemove
PreDestroy

Stateful Session Bean の場合

ejbRemove
PreDestroy

Entity Bean の場合

unsetEntityContext

Message-driven Bean の場合

ejbRemove
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5. セッション情報をシリアライズし，セッション情報ファイルに出力します。
Web アプリケーションをリロードする場合は，リロード実行前に生成したセッション
情報を，リロード後も継続して利用できます。セッション情報の引き継ぎについて
は，
「7.5.5(2) Web アプリケーションのリロード時のセッション情報の引き継ぎ」を
参照してください。
6. J2EE アプリケーション単位のクラスローダを新規に作成します。
J2EE アプリケーションのリロード処理が実行されると，J2EE アプリケーション単
位のクラスローダが新たに作成され，リロード後のリクエスト処理で使用されます。
7. セッション情報ファイルからセッション情報を読み込み，デシリアライズします。
Web アプリケーションをリロードする場合は，セッション情報ファイルに出力された
セッション情報を新しいクラスローダに読み込みます。
8. セッション情報ファイルを削除します。
9. J2EE アプリケーションの開始処理をします。
• リロード後は，初回アクセス時に更新後のサーブレットのインスタンスが作成さ
れ，init メソッドが実行されます。
• 開始処理では，プールの最小値分の EJB を生成してプーリングします。このとき，
次の EJB のコールバックメソッドが実行されます。
分類

実行されるメソッド

Stateless Session Bean の場合

setSessionContext
ejbCreate
PostConstruct

Entity Bean の場合

setEntityContext

Message-driven Bean の場合

setMessageDrivenContext
ejbCreate

10.リクエストの閉塞を解除し，リクエストの処理を再開します。
3. で実行待ちにしていたリクエストの処理を再開します。
（b） コマンドによるリロード
コマンドによるリロードは，J2EE アプリケーション開発時のテストを支援する機能，ま
たはシステムの運用時に J2EE アプリケーションの入れ替えを支援する機能として利用
できます。コマンドによるリロードを次の図に示します。

463

7. J2EE アプリケーションの実行

図 7-8 コマンドによるリロード

展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する EJB アプリケーション
（EJB-JAR）や Web アプリケーション（WAR）を更新した場合に，ユーザが
cjreloadapp コマンドを実行します。J2EE サーバは，cjreloadapp コマンドを契機に
J2EE アプリケーションの更新を検知し，更新後の EJB-JAR や WAR を自動的にリロー
ドします。
J2EE アプリケーションの更新からリロードまでの処理の流れを次の図に示します。
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図 7-9 コマンドによるリロードの処理の流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。5. 以降の手順については，更新検知によるリロード
の場合と同じです。5. 以降の手順については，
「(a) 更新検知によるリロード」を参照し
てください。
1. J2EE アプリケーションの構成ファイルを更新します。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する EJB-JAR や WAR を更
新します。
2. cjreloadapp コマンドを実行します。
3. cjreloadapp コマンドを契機に，J2EE サーバが J2EE アプリケーションの構成ファイ
ルの更新を検知します。
4. リクエスト処理を閉塞します。
J2EE アプリケーションのリロードを実行するためにリクエスト処理を閉塞します。
• EJB アプリケーション（EJB-JAR）の場合
新規リクエストが来たらエラーを返します。処理中のリクエストがある場合には，
処理を続行します。ただし，Stateless Session Bean の場合は，CTM を使用するこ
とで，新規リクエストを実行待ちにできます。
• Web アプリケーション（WAR）の場合
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新規リクエストが来たら実行待ちになります。処理中のリクエストがある場合に
は，処理を続行します。

参考
処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，J2EE アプリケーション実行時間の監視
のメソッドタイムアウトおよびメソッドキャンセルを実行することで，リロード処理を開始
できます。リロードと J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係については，
「7.5.7(2)

リロードと J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係」を参照してくださ

い。

（2） リロードの適用範囲
リロードの対象として指定できるアプリケーションの種類を次の表に示します。
表 7-3 リロードの対象として指定できるアプリケーションの種類
アプリケーションの種類

適用の有
無

制限事項

Stateless Session
Bean

△

リロード中の新規リクエストはエラーに
なります。なお，CTM を利用している場
合は，リロード中の新規リクエストは実
行待ちになります。

Stateful Session
Bean

△

リロード中の新規リクエストはエラーに
なります。また，リロードするとアプリ
ケーションの状態が破棄されるため，ア
プリケーション開始前の状態になります。

Entity Bean

△

Message-driven
Bean

△

リロード中の新規リクエストはエラーに
なります。

Web アプリケーショ
ン（WAR）

サーブレット

○

−

JSP

○

−

ライブラリ JAR

−

○

−

EJB アプリケーショ
ン（EJB-JAR）

（凡例）
○：リロードの対象として指定できる
△：リロードの対象として指定できるが，制限事項がある
−：該当しない

リロードの適用範囲は，次の範囲で指定できます。
● app：EJB アプリケーション（EJB-JAR）と Web アプリケーション（WAR）をリ
ロードの対象とする。
● web：Web アプリケーション（WAR）だけをリロードの対象とする。
● jsp：JSP だけをリロードの対象とする。
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注

app，web，jsp は，usrconf.properties の ejbserver.deploy.context.reload_scope

キーの指定値です。なお，none を指定した場合は，リロード機能は無効になります。
app を指定した場合
• EJB アプリケーションを更新すると，EJB アプリケーション，サーブレット，お
よび JSP がリロードされます。
• サーブレットを更新するとサーブレットと JSP がリロードされます。
• JSP を更新すると JSP がリロードされます。
web を指定した場合
• サーブレットを更新するとサーブレットと JSP がリロードされ，JSP を更新する
と JSP がリロードされます。
• サーブレットがあって JSP がない場合は，サーブレットだけがリロードされま
す。JSP があってサーブレットがない場合は，JSP だけがリロードされます。
• EJB アプリケーションを更新してもリロードは動作しません。
jsp を指定した場合
• JSP を更新すると JSP がリロードされます。
• EJB アプリケーションまたはサーブレットを更新しても，リロードは動作しませ
ん。
なお，リロード機能の有効／無効は，usrconf.properties の
ejbserver.rmi.localinvocation.scope キーで指定するローカル呼び出し最適化機能の適用
範囲と，リロード機能の適用範囲の組み合わせによって決まります。ローカル呼び出し
最適化機能の適用範囲とリロード機能の適用範囲の対応を次の表に示します。
表 7-4 ローカル呼び出し最適化機能の適用範囲とリロード機能の適用範囲の対応
ejbserver.rmi.localinvocation.scope キーの値

項目

ローカル呼び出し最適化の範囲

ejbserver.deploy.contex
t.reload_scope キーの
値

all

app

同一 J2EE サーバ内
となります。

同一アプリケー
ション内となりま
す。

範囲はありませ
ん。

app

×※

○

○

web

○

○

○

jsp

○

○

○

none

×

×

×

（凡例）○：リロード機能を使用できる
注※

none

×：リロード機能を使用できない

設定に誤りがあります。ejbserver.rmi.localinvocation.scope=all の場合に

ejbserver.deploy.context.reload_scope=app を指定すると，J2EE サーバを起動するときにメッセー
ジが出力されて起動に失敗します。
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（3） リロード時のクラスローダの構成
リロード時のクラスローダの構成は，ローカル呼び出し最適化の範囲によって異なりま
す。ローカル呼び出し最適化の範囲とクラスローダの構成の対応を次の表に示します。
なお，クラスローダの構成については，「付録 H

クラスローダの構成」を参照してくだ

さい。
表 7-5 ローカル呼び出し最適化の範囲とクラスローダの構成の対応
ejbserver.rmi.localinvocation.scope キー※の値

項目
all

app

none

ローカル呼び出し最
適化の範囲

同一 J2EE サーバ内と
なります。

同一アプリケーション内
となります。

範囲はありません。

クラスローダ構成

ローカル呼び出し最適化
時のクラスローダ構成に
なります。

デフォルトのクラスロー
ダ構成になります。

デフォルトのクラスロー
ダ構成になります。

注※

usrconf.properties に指定するキーです。

リロード機能では，ApplicationClassLoader 以下，または WebappClassLoader 以下の
クラスローダを入れ替えます。EJB-JAR をリロードする場合，デフォルトのクラスロー
ダ構成で，次のファイルをロードします。
• ApplicationClassLoader では，J2EE アプリケーションに含まれる EJB-JAR，ライ
ブラリ JAR，および参照ライブラリをロードします。
• WebappClassLoader では，J2EE アプリケーションに含まれる WAR をロードしま
す。
• JasperLoader では，J2EE アプリケーションに含まれる JSP をロードします。
EJB-JAR をリロードするために ApplicationClassLoader を入れ替える場合は，下位に
ある WebappClassLoader，および JasperLoader も入れ替える必要があります。した
がって，EJB-JAR，ライブラリ JAR，参照ライブラリをリロードする場合は，WAR を
含めたリロードになります。

（4） エラー発生時の動作
リロード機能の使用中にエラーが発生した場合の動作を次の表に示します。
表 7-6 リロード機能でのエラー発生時の動作
エラーの内容
リロード中（アプリケーション内で処理しているリ
クエストがない状態）にリクエストがサーバに来た
場合
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結果
EJB-JAR の場合はクライアントにエラーが返り
ます。WAR の場合，新規リクエストはリロード
が完了するまで実行待ちとなります。
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エラーの内容

結果

リロード中に例外が発生した場合（クラスファイル
のロードの失敗を含む）

更新検知は停止しないで，アプリケーションを停
止します。更新を検知した場合，停止した J2EE
アプリケーションは再び開始されます。

リロード以外の処理（更新チェック中，構成ファイ
ル更新用インターバル中，リロード遅延実行中）で
例外が発生した場合

更新検知は停止しないで，J2EE アプリケーショ
ンは開始状態のまま監視を続けます。

J2EE アプリケーションのメソッドがハングアップ
などで終了しない場合

J2EE アプリケーション実行時間の監視でメソッ
ドをキャンセルしないとリロードできません。ま
た，cjreloadapp コマンドを使用しないとリロー
ドできません。
J2EE アプリケーション実行時間の監視について
は，
「7.5.7(2) リロードと J2EE アプリケーショ
ン実行時間の監視との関係」を参照してくださ
い。

（5） リロードの注意事項および制限事項
リロードに関する注意事項および制限事項を次に示します。
（a） リロード機能の使用に関する注意事項
● J2EE アプリケーションの削除について
リロードに失敗している J2EE アプリケーションを削除する場合は，次のどちらかの
方法で削除してください。
• 更新検知によるリロード，または cjreloadapp コマンドによるリロードを再度実行
してください。リロードが成功したら，J2EE アプリケーションを停止して削除し
てください。
• J2EE サーバを再起動したあとで，J2EE アプリケーションを削除してください。
削除後，J2EE アプリケーションを再インポートしてください。
● メモリ不足の発生について
リロード処理では，クラスローダを再作成してクラスをロードし直すため，メモリを
多く消費します（消費するメモリ使用量は，J2EE アプリケーションの実装に依存し
ます）
。このため，例えば，複数の Web アプリケーションで同時にリロード処理を繰
り返すとメモリ不足が発生する可能性があります。また，リロード処理によって不要
となったリソースが JavaVM から解放されるタイミングは，JavaVM のガーベージコ
レクションの実行タイミングに依存します。リクエストのピーク時など，負荷が高い
ときにリロードを繰り返すと，ガーベージコレクションを実行するタイミングがなく，
メモリ不足が発生する可能性が高くなります。
このため，リクエストのピーク時など負荷が高い場合には，リソースの更新は避けて
ください。
● メソッドキャンセルの実行について
処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，J2EE アプリケーション実行時間
の監視のメソッドタイムアウトおよびメソッドキャンセルを実行することで，リロー
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ド処理を開始できます。メソッドキャンセルを実行しても，処理をキャンセルできな
い場合には，J2EE サーバを再起動してください。
● 実行待ちとなっているリクエスト処理の再開について
J2EE アプリケーションのリロードで EJB アプリケーションの開始，または停止に失
敗した場合，Web アプリケーションのリロード処理開始以降の新規リクエストは実行
待ちとなります。実行待ちとなっているリクエスト処理を再開するためには，EJB ア
プリケーションを更新してリロードを実行し，リロード処理を成功させてください。
Web アプリケーションを更新しても，リロードは実行されません。
● J2EE アプリケーションに含まれる RAR ファイルについて
アプリケーションディレクトリに RAR ファイルを含めている場合，RAR ファイルは
リロード機能の対象にはなりません。RAR ファイルを更新した場合は，更新した
RAR ファイルを含む J2EE アプリケーションを，サーバ管理コマンドを使用して入れ
替えてください。サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションを入れ替え
る手順については，マニュアル「Cosminexus

システム運用ガイド」の J2EE アプ

リケーションの入れ替えについての説明を参照してください。
（b） EJB アプリケーション（EJB-JAR）の注意事項
● リロード後に EJB を呼び出す場合には，クライアント側のソースコードで EJBHome
やビジネスインタフェースを取得し直す必要があります。リロード前に取得したイン
タフェース経由で EJB にアクセスした場合は例外が返ります。また，リロード実行中
に EJB にアクセスした場合も例外が返ります。
● リモートインタフェースまたはリモートビジネスインタフェースを入れ替えた場合，
クライアント側ではスタブを取得し直す必要があります。
● リロードを実行すると，Stateful Session Bean のクライアントとのセッションの状態
は失われます。
（c） EJB アプリケーション（EJB-JAR）の制限事項
● これまで javax.ejb.TimedObject インタフェースを実装していなかった EJB で，
javax.ejb.TimedObject インタフェースを実装するように変更して，リロードすること
はできません。リロードした場合には，次のようになります。
• 更新検知スレッドは停止させないで，J2EE アプリケーションを停止します。
• 更新を検知した場合，停止した J2EE アプリケーションは再び開始されます。
● CMR を使用したアプリケーションはリロードできません。
（d） Web アプリケーション（WAR）の注意事項
● タグライブラリ記述子ファイルの listener タグの変更内容は，リロード後に反映され
ません。
● リロード時に利用できるサーブレットと JSP は，リロード後も状態を継続して利用で
きます。永久的に利用できないとされている場合は，リロード後も永久的に利用でき
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ません。一時的に利用できない場合は，リロードの実行とは関係なく，指定した期間
後に利用できるようになります。
● Web アプリケーションでリロード監視対象になっているファイルを削除した場合，そ
のファイルは監視対象外となります。このため，再度ファイルを追加しても更新検知
によるリロードは実行されません。ただし，/WEB-INF/lib 下に JAR ファイルを追加
した場合は，その JAR ファイルが削除後に再度追加されたかどうかに関係なく，コマ
ンドによるリロードまたは更新検知によるリロードを実行できます。
● JSP のリロード処理中に J2EE アプリケーションを停止した場合，または Web アプ
リケーションをリロードした場合，JSP のリロード処理は中止されます。
● JSP のリロード処理開始時，ログの出力レベルが Error の場合は，メッセージ
KDJE39310-I に，更新されたファイル名とリロードを実行する JSP ファイルのファ
イル数が出力されます。ログの出力レベルが Warning の場合は，メッセージ
KDJE39312-I に，リロードを実行するすべての JSP ファイル名が出力されます。
● リスナクラスのロード，インスタンス生成時に例外が発生した場合，Web コンテナは
例外が発生したリスナを無効としてリロード処理を続行します。例外が発生したリス
ナを有効にするには，該当のリスナを修正して再度リロードを実行してください。
● フィルタクラスのロード，インスタンス生成，init メソッド実行で例外が発生した場
合，Web コンテナは例外が発生したフィルタを無効としてリロード処理を続行しま
す。例外が発生したフィルタを有効にするには，該当のフィルタを修正して再度リ
ロードを実行してください。
● Web アプリケーションのリロード処理を実行すると，次の表に示すリスナインタ
フェースのメソッドが実行されます。
表 7-7 Web アプリケーションのリロード処理で実行されるリスナのメソッド
インタフェース名
javax.servlet.ServletContextListener

メソッド名
contextDestroyed()
contextInitialized()

javax.servlet.ServletContextAttributeListener

attributeRemoved()
attributeAdded()

javax.servlet.http.HttpSessionActivationListener ※

sessionWillPassivate()
sessionDidActivate()

注※

javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトが存在しないときは実行しません。

● リロード処理時間は，Web アプリケーションの実装に大きく依存します。このため，
次の点に注意が必要です。
• セッション情報の容量は，シリアライズ処理時間，デシリアライズ処理時間に大き
く影響します。シリアライズ対象となるセッション情報は，必要十分な容量にして
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ください。
• リロード処理では，Web アプリケーションの終了処理，初期化処理が実行されま
す。終了処理，初期化処理が長い場合，リロードの処理時間も長くなり，Web アプ
リケーションのサービス停止期間にも影響があるため注意してください。ただし，
リロード処理で初期化処理が実行されるのは，web.xml の <load-on-startup> タグ
を設定したサーブレットや JSP だけです。<load-on-startup> タグを設定していな
いサーブレットや JSP の初期化処理は，リロード完了後の初回アクセス時に実行さ
れます。
● Web アプリケーションのリロード機能は，Web アプリケーション単位のクラスローダ
を入れ替えることによって，サーバ起動中の Web アプリケーションの入れ替えを実現
しています。そのため，リロード後にリロード前の Web アプリケーション単位のクラ
スローダ，または Web アプリケーション単位のクラスローダでロードされたクラスが
参照されるとメモリリークが発生します。
次に，該当する場合を示します。リロード機能を使用する場合は，Web アプリケー
ション内でこれらのことをしないでください。
• スレッドの生成
スレッドはコンテキストクラスローダを保持しますが，デフォルトでは親スレッド
のコンテキストクラスローダを保持します。Web アプリケーション実行時のスレッ
ドは，Web アプリケーション単位のクラスローダをコンテキストクラスローダとし
ているため，生成されたスレッドは Web アプリケーション単位のクラスローダをコ
ンテキストクラスローダとします。そのため，リロード後も該当スレッドが存在す
ると，リロード前の Web アプリケーション単位のクラスローダが解放されないでメ
モリリークが発生します。
• java.lang.Thread クラスまたはその派生クラスのインスタンス生成
java.lang.Thread クラスまたはその派生クラス（以降，スレッドクラス）のインス
タンスを作成すると，所属するスレッドグループから該当スレッドクラスのインス
タンスが参照されます。スレッドグループからの参照は，スレッドの実行を終了
（run メソッドの完了）すると解放されます。そのため，Web アプリケーション内
でスレッドクラスのインスタンスを生成し，run メソッドを実行しなかった場合は，
該当スレッドクラスのインスタンスが解放されません。また，スレッドはコンテキ
ストクラスローダとして Web アプリケーション単位のクラスローダを保持している
ため，Web アプリケーション単位のクラスローダが解放されないでメモリリークが
発生します。
• スレッドローカル変数の使用
Web コンテナではリクエストを処理するスレッドはプールされていて，Web コンテ
ナ終了時まで終了しません。そのため，スレッドローカル変数に Web アプリケー
ションに含まれるクラスのインスタンスを格納すると，メモリリークが発生します。
● JSP 事前コンパイル機能を使用している場合，JSP ファイルまたはタグファイルが依
存するファイルは更新検知対象となったあと，次のどれかの条件を満たすときに更新
検知対象から除外されます。
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• JSP ファイルまたはタグファイルを，依存するファイルを使用しないように変更し
たクラスファイルに更新し，依存するファイルを使用する JSP ファイルまたはタグ
ファイルがほかにはない場合
• JSP ファイルまたは JSP ファイルが依存するファイルから生成されたクラスファイ
ルを更新し，JSP ファイルから生成されたクラスのロードでエラーが発生した際，
依存するファイルを使用する JSP ファイルまたはタグファイルがほかにはない場合
該当するファイルが更新検知対象から除外された場合，メッセージログに
KDJE39319-I が出力されます。
なお，cjjspc コマンドを実行すると依存するファイルを使用している JSP ファイルま
たはタグファイルも再度コンパイルされます。クラスファイルを展開ディレクトリ以
外で作成したあとに更新する場合は，cjjspc コマンドで生成されたクラスファイルを
すべて更新してください。
● JSP 事前コンパイル機能を使用していない場合，JSP ファイルまたはタグファイルが
依存するファイルは更新検知対象となったあと，次のどれかの条件を満たすときに更
新検知対象から除外されます。
• JSP ファイルまたはタグファイルを，依存するファイルを使用しないように修正し，
コンパイルが正常に完了した際，依存するファイルを使用する JSP ファイルまたは
タグファイルがほかにはない場合
• JSP ファイル，または JSP ファイルが依存するファイルを更新し，JSP ファイルの
コンパイルエラーが発生した際，依存するファイルを使用する JSP ファイルまたは
タグファイルがほかにはない場合
該当するファイルが更新検知対象から除外された場合，メッセージログに
KDJE39318-I が出力されます。また，JSP ファイルのコンパイルエラーが発生し，
かつ次の条件を満たすときは，更新検知対象から除外されたファイルだけを修正する
ことで，コンパイルエラーとなった JSP ファイルを修正しないで，JSP のリロードを
実行できます。
• 依存するファイルがタグファイルの場合
タグファイルの記述内容とタグファイルを使用するファイルの記述内容が矛盾して
いる。タグファイルの次の属性のどれかが不正である。
tag ディレクティブに定義した属性：body-content，または dynamic-attributes
attribute ディレクティブに定義した属性：name，required，fragment，
rtexprvalue，または type
variable ディレクティブに定義した属性：name-given，variable-class，declare，
または scope
• 依存するファイルが web.xml の <include-prelude>，または <include-coda> に指定
した暗黙的に include されるファイルの場合
暗黙的に include されたファイルの記述内容が，include する JSP ファイルの記述
内容と矛盾している。
• 依存するファイルが include ディレクティブに指定したファイルの場合
include ディレクティブに指定されたファイルの記述内容が，include ディレクティ
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ブを指定した JSP ファイルまたはタグファイルの内容と矛盾している。
• 依存するファイルがタグライブラリ・ディスクリプタ（TLD）ファイルの場合
TLD ファイルの記述内容と JSP ファイルの記述内容が矛盾している。
この場合，該当するファイルは更新検知の対象外となっているため，依存するファイ
ルを更新したあと，次のどれかを実行し JSP のリロードを実行する必要があります。
• 依存するファイルを使用する JSP ファイルにブラウザなどからアクセスする。
• 依存するファイルを使用する JSP ファイルまたはタグファイルの更新日時を更新す
る。

7.5.2

更新検知の対象となるファイル

クラスローダによってロードされるファイルのうち，監視対象のファイルが更新された
ときに，J2EE サーバが更新を検知してリロードが実行されます。更新検知の対象となる
タイミングは，J2EE アプリケーションの開始時です。
ただし，クラスローダでロードされていないファイルは，更新検知の対象になりません。
アプリケーションディレクトリ以下にあってもロードされていないファイルや，アプリ
ケーションディレクトリを使用していない J2EE アプリケーションのファイルは，更新
検知の対象になりません。また，DD（ejb-jar.xml，web.xml）は，更新検知の対象にな
りません。

（1） 更新検知の対象ファイル
更新検知の対象ファイルを次の表に示します。
表 7-8 更新検知の対象ファイル
種別

更新検知の対象ファイル

リロードの適用範囲
※1

app

web

jsp

アプリケーションディレクトリ以下のファイ
ル

• ライブラリ JAR

○

−

−

EJB-JAR ディレクトリ以下の EJB アプリ
ケーション（EJB-JAR）のファイル

• クラスファイル
• java.util.ResourceBundle に
よってロードされたプロパ
ティファイル

○

−

−
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種別

更新検知の対象ファイル

リロードの適用範囲
※1

WAR ディレクトリ以下の Web アプ
リケーション（WAR）のファイル

app

web

jsp

○

○

−

○※

○※

○※

• タグファイル
• タグライブラリ記述子

○※

○※

○※

• JSP コンパイル結果
• タグファイルコンパイル結
果

○※

○※

○※

• 静的コンテンツ

○※

○※

○※

○

−

−

サー
ブ
レッ
ト

• クラスファイル
• JAR ファイル
• java.util.ResourceBundle に
よってロードされたプロパ
ティファイル

JSP

• JSP ファイル

2

3

4

5

アプリケーションディレクトリ以外のファイ
ル
（凡例）○：更新検知の対象になる

• 参照ライブラリ

2

3

4

5

2

3

4

5

−：更新検知の対象にならない

注※ 1
リロードの適用範囲の app，web，jsp は，usrconf.properties の
ejbserver.deploy.context.reload_scope キーの指定値です。
注※ 2
JSP の事前コンパイルがされていない状態で，ロード済みの場合に，更新検知の対象になりま
す。
注※ 3
JSP の事前コンパイルがされていない状態で，ロード済みの JSP ファイルまたはタグファイル
で使用されている場合に，更新検知の対象になります。
注※ 4
JSP の事前コンパイルがされている場合に，更新検知の対象になります。
注※ 5
JSP ファイルまたはタグファイルが依存するファイルの場合に，更新検知の対象になります。
依存するファイルは，JSP ファイルまたはタグファイルの include ディレクティブでインク
ルードされるファイルや，web.xml の <include-prelude> または <include-coda> でインクルー
ドされるファイルのことです。

（2） 更新検知の対象ファイルの例
アプリケーションディレクトリ以下のファルのうち，更新検知の対象となるファイルの
例を次の表に示します。
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表 7-9 更新検知の対象ファイルの例
ディレクトリ

ディレクトリ下のファイル

< アプリケーションディレクトリ >

ライブラリ JAR
例：MyLibrary.jar

META-INF

J2EE アプリケーションの DD
（application.xml）

<EJB-JAR ディレクトリ >

○

−

−

−

META-INF

EJB-JAR の DD（ejb-jar.xml）

−

< パッケージ名 >

Enterprise Bean クラス
例：MyEJB.class

○

ホームインタフェースクラス
例：MyEJBHome.class

○

コンポーネントインタフェースクラ
ス
例：MyEJBRemote.class

○

ビジネスインタフェースクラス
例：MyBusiness.class

○

EJB から利用されるクラス
例：MyClass.class

○

java.util.ResourceBundle によって
ロードされたプロパティファイル
例：MyResource.properties

○

JSP ファイル
例：MyJsp.jsp

○

静的コンテンツ
例：MyStatic.jspf

○

HTML ファイル
例：MyIndex.html

−

−

−

<WAR ディレクトリ >

META-INF
WEB-INF

Web アプリケーションの DD
（web.xml）

classes
< パッケージ名
>
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更新検知
の対象

−

タグライブラリ記述子ファイル
例：MyTaglib.tld

○

Web アプリケーションプロパティ
ファイル（hitachi_web.properties）

−

−

−

java.util.ResourceBundle によって
ロードされたプロパティファイル
例：MyResource.properties

○

サーブレットクラス
例：MyServlet.class

○

7. J2EE アプリケーションの実行

ディレクトリ

ディレクトリ下のファイル

更新検知
の対象

lib

JAR ファイル
例：MyLibrary.jar

○

tags

タグファイル
例：MyTag.tag

○

<JSP ワークディレクトリ
>

JSP コンパイル結果
例：MyJsp$jsp.class

○

タグファイルコンパイル結果
例：MyTag$tag.class

○

参照ライブラリ
例：MyRef.jar

○

WEB-I
NF

tags

< アプリケーションディレクトリ以外のディレクト
リ>
（凡例） ○：更新検知の対象になる

−：更新検知の対象にならない

（3） リロードの対象となる操作
監視対象のファイルを変更した場合に，更新が検知されてリロードが実行されるかどう
かは，ファイルへの操作によって異なります。リロードの対象となる操作を次の表に示
します。
表 7-10

リロードの対象となる操作
更新検知の対象ファイル

アプリケーションディ
レクトリ以下のファイ
ル

EJB-JAR ディレクト
リ以下の EJB アプリ
ケーション
（EJB-JAR）のファイ
ル

ファイルへの操作

注意点

追
加

削除

更新

ライブラリ JAR

×

×

○

• ライブラリ JAR の
名称は変更できませ
ん。
• ライブラリ JAR の
構成は変更できま
す。

EJB を構成するクラスファ
イル

×

×

○

• アノテーションも読
み込まれます。※ 1
• クラス名の変更はで
きません。
• これまで参照してい
なかったクラスを参
照するように更新し
た場合，参照先のク
ラスファイルもリ
ロードの対象となり
ます。
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更新検知の対象ファイル

WAR ディレクトリ以
下の Web アプリケー
ション（WAR）の
ファイル

ファイルへの操作
追
加

削除

更新

ほかのクラスファイル

×

×

○

• アノテーションも読
み込まれます。※ 1
• これまで参照してい
なかったクラスを参
照するように更新し
た場合，参照先のク
ラスファイルもリ
ロードの対象となり
ます。

クラスファイル

△

○

○

−

JAR ファイル

○

○

○

−

プロパティファイル

△

○

○

−

JSP ファイル

△

○※

○※

−

○※

○※
2

• JAR ファイル内にあ
るタグファイルは除
きます。

○※

○※

−

2

タグファイル

△

2

アプリケーションディ
レクトリ以外のファイ
ル

（凡例）
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注意点

2

JSP ファイルまたはタグ
ファイルが依存するファイ
ル

△

静的コンテンツ

△

×

×

• リロード機能を使用
した場合には，
キャッシュが無効に
なります。

JSP コンパイル結果（JSP，
タグファイルをコンパイル
して生成されたクラスファ
イル）

△

○

○

• JSP の事前コンパイ
ル機能が有効である
必要があります。

参照ライブラリ

×

×

○

• 参照ライブラリの名
称は変更できませ
ん。
• 参照ライブラリが指
す JAR ファイルの
構成およびクラスパ
ス内のファイルの更
新はできます。
• スタブおよびコンテ
ナ生成クラスの再生
成が必要な場合に
は，再生成されま
す。

2

2
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○：リロードが実行される
△：操作はできるが，リロードは実行されない
×：リロードが実行されない
注※ 1
更新できるアノテーションと更新できないアノテーションがあります。アノテーションについ
ては，「5.2.4

Enterprise Bean のアノテーション指定」を参照してください。

注※ 2
JSP の事前コンパイル機能が有効な場合は，△になります。

7.5.3

J2EE アプリケーションの更新検知インターバル

J2EE サーバは，J2EE アプリケーションの構成ファイルを定期的に監視していて，構成
ファイルが更新されると更新を検知します。J2EE アプリケーションの構成ファイルを監
視して更新を検知する間隔は，更新検知インターバルとして設定します。更新検知イン
ターバルを次の図に示します。
図 7-10

更新検知インターバル

更新検知インターバルの値を大きくすると，構成ファイルを監視する間隔が長くなり，
ファイル更新後のリロードの反映が遅くなります。また，値を小さくすると，リロード
の反映が早くなります。

ポイント
更新検知の対象となるファイル数が増えると，更新検知処理のオーバーヘッドが大きくな
り，CPU 使用率が高くなります。このような場合は，更新検知インターバルを変更するこ
とによって，性能への影響が小さくなります。更新検知インターバルの値は大きくすること
をお勧めします。

更新検知インターバルは，J2EE アプリケーション，Web アプリケーション，および
JSP でそれぞれ設定できます。設定値の関係を次に示します。
EJB アプリケーションの場合
J2EE アプリケーションの更新検知インターバル

479

7. J2EE アプリケーションの実行

（ejbserver.deploy.context.check_interval）が使用されます。なお，J2EE アプリ
ケーションの更新検知インターバルに 0 を指定している場合，EJB アプリケーショ
ンは更新検知されません。
サーブレットの場合
Web アプリケーションまたは J2EE アプリケーションの更新検知インターバルが使
用されます。優先順位を次に示します。
1. Web アプリケーションの更新検知インターバル
（webserver.context.check_interval）
2. J2EE アプリケーションの更新検知インターバル
（ejbserver.deploy.context.check_interval）
なお，Web アプリケーションの更新検知インターバルを指定していない場合には，
J2EE アプリケーションの更新検知インターバルが使用されます。
また，Web アプリケーションの更新検知インターバルに 0 を指定している場合，
サーブレットは更新検知されません。
JSP の場合
JSP または J2EE アプリケーションの更新検知インターバルが使用されます。優先
順位を次に示します。
1. JSP の更新検知インターバル（webserver.jsp.check_interval）
2. J2EE アプリケーションの更新検知インターバル
（ejbserver.deploy.context.check_interval）
なお，JSP の更新検知インターバルを指定していない場合には，J2EE アプリケー
ションの更新検知インターバルが使用されます。
また，JSP の更新検知インターバルに 0 を指定している場合，JSP は更新検知され
ません。

7.5.4

J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用イン
ターバル

J2EE サーバは，構成ファイルの更新を検知すると処理中のリクエスト数の監視を開始
し，処理中のリクエストの処理が完了するとファイルをロードします。ファイルの容量
が大きい場合，ネットワークを経由した場合や，ファイルが複数ある場合には，ファイ
ルコピーなどの処理時間が長くなることがあります。このとき，ファイルコピーが完了
する前に処理中のリクエストがなくなると，ファイルコピー中にロードが開始されて，
ロードに失敗するおそれがあります。これを回避するため，ファイルコピーに掛かる時
間を考慮し，コピーが完了してからロードが開始されるように，構成ファイル更新用イ
ンターバルを設定しておくことができます。構成ファイル更新用インターバルでは，構
成ファイルの更新を検知してから処理中のリクエスト数の監視を開始するまでの時間を
設定します。構成ファイル更新用インターバルを次の図に示します。
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図 7-11 構成ファイル更新用インターバル

ポイント
• 構成ファイル更新用インターバルには，実際に掛かるコピー時間にゆとりを持たせた時間
を設定することをお勧めします。
• 複数のファイルを同時に更新する場合は，複数のファイルの更新に掛かる時間を算出し
て，構成ファイル更新用インターバルを設定してください。

構成ファイル更新用インターバルは，J2EE アプリケーション，Web アプリケーション，
および JSP でそれぞれ設定できます。設定値の関係を次に示します。
EJB アプリケーションの場合
J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバル
（ejbserver.deploy.context.update.interval）が使用されます。
サーブレットの場合
Web アプリケーションまたは J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用イン
ターバルが使用されます。優先順位を次に示します。
1. Web アプリケーションの構成ファイル更新用インターバル
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（webserver.context.update.interval）
2. J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバル
（ejbserver.deploy.context.update.interval）
Web アプリケーションの構成ファイル更新用インターバルを指定していない場合に
は，J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバルが使用されます。
JSP の場合
JSP または J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバルが使用され
ます。優先順位を次に示します。
1. JSP の構成ファイル更新用インターバル（webserver.jsp.update.interval）
2. J2EE アプリケーションの構成ファイル更新用インターバル
（ejbserver.deploy.context.update.interval）
JSP の構成ファイル更新用インターバルを指定していない場合には，J2EE アプリ
ケーションの構成ファイル更新用インターバルが使用されます。

7.5.5

Web アプリケーションのリロード

Web アプリケーションをリロードする場合には，リロード遅延実行機能を使用すること
で，J2EE アプリケーションのサービス停止期間を最小限に抑えることができます。ま
た，Web アプリケーションのリロードでは，リロード実行前に生成したセッション情報
を引き継いで，リロード後も継続して利用することができます。ここでは，Web アプリ
ケーションのリロード遅延実行とセッション情報の引き継ぎについて説明します。

（1） Web アプリケーションのリロード遅延実行
デフォルトでは，構成ファイルの更新を検知すると，次のような手順でリロード処理を
実行します。
1. Web アプリケーションのリクエスト処理を閉塞します。
構成ファイルの更新を検知して構成ファイル更新用インターバルで指定した時間を経
過すると，処理中のリクエスト数の監視を開始し，次のようにリクエストを処理しま
す。
• 新規リクエスト：実行待ちにします。
• 処理中のリクエスト：処理を続行します。
2. 処理中のリクエストの処理が完了すると，リロードを実行します。
この場合，処理中のリクエストの処理時間が長くなるほど，新規リクエストの処理開始
時間が遅くなり，新規リクエストに対するアプリケーションのサービス停止期間が長く
なります。これを回避するために，リロード遅延実行を設定しておくことをお勧めしま
す。リロード遅延実行機能を使用すると，処理中のリクエストの実行待ち時間を減らし
て，アプリケーションのサービス停止期間を最小限に抑えられます。
リロード遅延実行機能では，この機能を使用するかどうか，およびリロード処理を開始
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するまでの時間（最大遅延時間）を設定します。リロード遅延実行機能を使用すると，
処理中のリクエストの処理が終わるまで，新規リクエストを受け付けることができます。
処理中のリクエスト数が 0 になると，リロード処理を開始して新規リクエストを実行待
ちにします。ただし，処理中のリクエスト数が 0 になるかどうかは，アクセス状況に依
存します。リクエストが途切れない場合には，リロード処理を開始できません。このよ
うな場合には，構成ファイルの更新を検知してから，新規リクエストを実行待ちにする
までの最大遅延時間を設定します。最大遅延時間を経過すると，それ以降の新規リクエ
ストは実行待ちとなり，処理中のリクエストの処理が完了するのを待ってリロード処理
を開始します。
リロード遅延実行を設定した場合と設定しない場合の，アプリケーションのサービス停
止期間の違いを，次の図に示します。
図 7-12

アプリケーションのサービス停止期間の違い

リロード遅延実行の最大遅延時間を設定している場合には，構成ファイルの更新を検知
して構成ファイル更新用インターバルで指定した時間を経過すると，処理中のリクエス
ト数の監視を開始し，リロード遅延実行の最大遅延時間のカウントを開始します。例え
ば，最大遅延時間を 5 分と設定していた場合，アクセス状況によってリロード処理の開
始時間が次のように異なります。
● 最大遅延時間を経過する前に処理中のリクエストが 0 になった場合
最大遅延時間のカウントを開始してから 3 分後に，処理中のリクエストが 0 になった
場合には，その時点でリロード処理を開始します。また，新規リクエストを実行待ち
にします。
● 最大遅延時間を経過した場合
リクエストが途切れないため処理中のリクエストが 0 にならない場合には，最大遅延
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時間のカウントを開始してから 5 分後に，新規リクエストを実行待ちにします。処理
中のリクエストの処理が完了したら，リロード処理を開始します。

参考
処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，J2EE アプリケーション実行時間の監視
のメソッドタイムアウトおよびメソッドキャンセルを実行することで，リロード処理を開始
できます。J2EE アプリケーション実行時間の監視については，「7.5.7(2)

リロードと

J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係」を参照してください。

（2） Web アプリケーションのリロード時のセッション情報の引き継ぎ
Web アプリケーションをリロードする場合は，リロード実行前に生成したセッション情
報を引き継いで，リロード後も継続して利用します。
（a） セッション情報ファイル
Web アプリケーションをリロードする場合，セッション情報
（javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクト）をシリアライズ
し，セッション情報ファイルに出力します。セッション情報ファイルからセッション情
報を読み込み，リロード後のクラスローダ上でデシリアライズします。なお，シリアラ
イズ処理，およびデシリアライズ処理の時間は，リロードを実行している Web アプリ
ケーション上で生成されたセッション数，javax.servlet.http.HttpSession オブジェクト
に登録したオブジェクトの容量などに依存します。

！

注意事項
シリアライズ対象となるセッションに登録したオブジェクトのクラス，およびそこから参照
されるオブジェクトのクラスを，デシリアライズできない構成に更新してリロードを実行し
た場合，セッションのデシリアライズに失敗します。デシリアライズに失敗すると，Web ア
プリケーション上のすべてのセッション情報が破棄されます。

セッション情報ファイルは，リロード処理開始時に作成され，リロード処理完了時に削
除されます。リロード実行時にセッションが存在しない場合でもセッション情報ファイ
ルは作成されます。
セッション情報ファイルには，Web コンテナが自動生成する情報（2 キロバイト）と
セッション情報が出力されます。セッション情報は，セッション数とセッションに登録
したセッション情報（オブジェクト）に依存します。
セッション情報ファイルのファイル容量は，リロード時に出力されるシリアライズ処理
完了のメッセージからファイル容量を確認し，セッション数に応じて算出してください。
シリアライズ処理完了時のメッセージの出力例を次に示します。
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KDJE39168-I The serialization of session objects has finished. (J2EE application = app1, context root
= /examples, number of sessions = 10, session information file size(byte) = 12345)

この出力例では，コンテキストルート名が「examples」の Web アプリケーション
「app1」上に 10 個のセッションがあり，セッション情報ファイルのサイズは，12,345 バ
イトです。
（b） セッション情報を引き継ぐ場合の注意事項
● リロード時のセッション引き継ぎ機能を使用する場合，
javax.servlet.http.HttpSession に登録するセッション情報は，シリアライズできるオ
ブジェクトである必要があります。
● HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクトから参照するオブジェクトは，
transient で宣言されているか，またはシリアライズできるオブジェクトである必要が
あります。以降，参照するオブジェクトも同様です。シリアライズできるオブジェク
トについての詳細は，J2SE の仕様書を参照してください。
● セッション情報としてシリアライズできないオブジェクトを登録した場合は，エラー
が発生します。エラーの内容はオブジェクトによって異なります。
• javax.servlet.http.HttpSession に登録したオブジェクトの場合
HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクトが，シリアライズできないオブ
ジェクトである場合，該当するオブジェクトだけを破棄します。破棄されたオブ
ジェクトは，リロードが完了したあとに使用することはできません。また，該当す
るオブジェクトが，javax.servlet.http. HttpSessionBindingListener インタフェー
スを実装していても，Web コンテナからアンバインドされたイベントは通知されま
せん。
• javax.servlet.http.HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェクト
の場合
HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェクトがシリアライズ
できないオブジェクトの場合，すべてのセッション情報が破棄されます。
HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェクトが，HttpSession
に登録したオブジェクトの場合も同様に，すべてのセッション情報が破棄されます。

7.5.6

JSP のリロード

JSP を更新した場合には，JSP の再コンパイル，またはクラスファイルの監視によって
更新が検知され，JSP がリロードされます。JSP のリロード方法を次に示します。
● JSP の再コンパイルによるリロード
Web コンテナは，ロードされた JSP ファイル，タグファイル，JSP ファイルまたは
タグファイルが依存するファイルが更新されているかどうかをチェックし，更新日時
がロード時と異なる場合には，再コンパイルして JSP をリロードします。
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更新を検知して JSP の構成ファイル更新用インターバルを経過したあとに，ファイル
を再コンパイルします。コンパイルが完了し，処理中のリクエストがなくなったこと
を検知したら，リロード処理を開始します。
● クラスファイルの監視によるリロード
Web コンテナは，Web コンテナにロードされた JSP ファイルから生成されたクラス
ファイルが更新されているかどうかをチェックし，更新日時がロード時と異なる場合
に，JSP をリロードします。
更新を検知して JSP の構成ファイル更新用インターバルを経過したあとに，処理中の
リクエストがなくなったことを検知したら，リロード処理を開始します。
クラスファイルの更新のタイミングは次のどちらかです。
• JSP 事前コンパイルのコマンドを実行し，JSP ファイルをコンパイルしてクラス
ファイルを生成したとき
• JSP 事前コンパイルでコンパイルされたクラスファイルを，JSP ワークディレクト
リにコピーして上書きしたとき
JSP の事前コンパイルについては，「4.7

JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の

保持」を参照してください。
JSP のリロード方法の差異を次の表に示します。
表 7-11 JSP のリロード方法の差異
項目

JSP の再コンパイルによるリロード
の場合

JSP の事前コンパイル機能
使用の有無

JSP 事前コンパイル機能は無効とな
ります。

JSP 事前コンパイル機能は有効
となります。

更新検知の対象ファイル※

• JSP ファイル
• タグファイル
• JSP ファイルまたはタグファイル
が依存するファイル

• JSP 事前コンパイルで生成さ
れたクラスファイル

更新検知後の処理

ファイルをコンパイルし，リロード
します。

クラスファイルをリロードしま
す。

クラスファイルの監視によるリ
ロードの場合

注※
Web コンテナにロードされていないファイル，または更新検知の対象ではないファイルを更新
しても検知されません。

どちらのリロード方法の場合でも，ファイルの更新を検知するために，JSP の更新検知
インターバルと JSP の構成ファイル更新用インターバルを指定できます。更新検知イン
ターバルについては，「7.5.3

J2EE アプリケーションの更新検知インターバル」を参照

してください。構成ファイル更新用インターバルについては，「7.5.4
ションの構成ファイル更新用インターバル」を参照してください。
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7.5.7 ほかの機能との関係
リロード機能と次の機能との関係について説明します。
• 同時実行スレッド数制御
• J2EE アプリケーション実行時間の監視

（1） リロードと同時実行スレッド数制御との関係
Web アプリケーションのリロード機能での新規リクエストの実行待ちと，同時実行ス
レッド数制御との関係について説明します。なお，同時実行スレッド数の制御について
は，「4.17 同時実行スレッド数の制御」を参照してください。
（a） Web アプリケーション単位，または URL グループ単位の同時実行スレッド数制御
を使用する場合
リロード機能での新規リクエストの実行待ちは，Web アプリケーション単位，または
URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の実行待ちキューとは，別に制御されま
す。
● Web アプリケーション単位，または URL グループ単位の同時実行スレッド数制御が
設定されている場合
Web アプリケーション単位，または URL グループ単位の同時実行スレッド数制御が
設定されている Web アプリケーションをリロードする場合，リロード機能での新規リ
クエストの実行待ちは次のように制御されます。
• リロード機能で実行待ちとなった新規リクエストは，Web アプリケーション単位，
または URL グループ単位の実行待ちキューに登録されません。実行待ちキューの
サイズの上限に関係なく，実行待ちとなります。
• Web アプリケーション単位，または URL グループ単位の実行待ちキューに登録さ
れたリクエストがある場合は，実行待ちキューに登録されたリクエストの処理がす
べて完了してから，リロードが開始されます。
• リロード処理完了後，リロード機能で実行待ちとなった新規リクエストの処理が開
始されますが，同時実行スレッド数を超えたリクエストは，実行待ちキューに登録
されます。実行待ちキューのサイズの上限を超えたリクエストは，ステータスコー
ド 503（Service Unavailable）のエラーを返します。
● Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御が設定されていない場合
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数制御が設定されていない Web アプ
リケーションをリロードする場合，リロード機能での新規リクエストの実行待ちは次
のように制御されます。
• リロード機能で実行待ちとなった新規リクエストは，デフォルトの実行待ちキュー
に登録されません。デフォルトの実行待ちキューサイズの上限に関係なく，実行待
ちとなります。
• デフォルトの実行待ちキューに登録されたリクエストがある場合は，実行待ち
キューに登録されたリクエストの処理がすべて完了してから，リロードが開始され
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ます。
• リロード処理完了後，リロード機能で実行待ちとなった新規リクエストの処理が開
始されますが，同時実行スレッド数を超えたリクエストは，デフォルトの実行待ち
キューに登録されます。デフォルトの実行待ちキューのサイズの上限を超えたリク
エストは，ステータスコード 503（Service Unavailable）のエラーを返します。
（b） Web コンテナ単位の同時実行スレッド数制御を設定する場合
Web コンテナ単位の同時実行スレッド数制御を設定している場合，リロード処理開始後
に，Web コンテナ単位の同時実行スレッド数制御で実行できることになった，新規リク
エストの処理スレッドが実行待ちとなります。
このため，リロード機能で実行待ちとなった新規リクエスト数が Web コンテナ単位の最
大同時実行スレッド数まで達した場合，リロード処理を開始した Web アプリケーション
以外の Web アプリケーションへのリクエストも，Web コンテナ単位の同時実行スレッド
数制御機能によって実行待ちとなります。

（2） リロードと J2EE アプリケーション実行時間の監視との関係
処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，cjreloadapp コマンドで -t オプション
を指定することで，処理中のリクエストを強制的に終了させて，リロード処理を開始で
きます。ただし，処理中のリクエストを強制的に終了できるのは，J2EE アプリケーショ
ン実行時間の監視機能のメソッドタイムアウトの適用対象メソッドだけです。また，メ
ソッドタイムアウトの発生後にメソッドキャンセルが動作するように設定している場合
は，タイムアウトの発生によって処理中のリクエストがキャンセルされて，リロードを
開始できます。
J2EE アプリケーション実行時間の監視の詳細については，
「19.3 J2EE アプリケー
ション実行時間の監視とキャンセル」を参照してください。J2EE アプリケーション実行
時間の監視の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照
してください。
（a） EJB アプリケーションの場合
EJB アプリケーションをリロードする場合について説明します。
構成ファイル更新用インターバルを経過すると，J2EE サーバは，処理中のリクエストの
処理が完了するのを待ってリロード処理を開始します。ここで処理中のリクエストの処
理が完了しないときは，J2EE アプリケーション実行時間の監視で，一定時間内に終了し
なかったメソッド処理をタイムアウトとして通知し，メソッド処理をキャンセルするこ
とで，リロード処理を開始できます。
メソッドキャンセル機能によるリロードを次の図に示します。
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図 7-13

メソッドキャンセル機能によるリロード（EJB アプリケーションの場合）

構成ファイルの更新検知からリロード処理開始までの時間は次の式で求められます。
構成ファイル更新用インターバル（秒）＋処理中のリクエストの実行待ち時間（秒）
（b） Web アプリケーションの場合
Web アプリケーションをリロードする場合について説明します。
リロード遅延実行を設定している場合，指定した最大遅延時間を経過すると，J2EE サー
バは，新規リクエストを実行待ちにし，処理中のリクエストの処理が完了するのを待っ
てリロード処理を開始します。ここで処理中のリクエストの処理が完了しないときは，
J2EE アプリケーション実行時間の監視で，一定時間内に終了しなかったメソッド処理を
タイムアウトとして通知し，メソッド処理をキャンセルすることで，リロード処理を開
始できます。
メソッドキャンセル機能によるリロードを次の図に示します。
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図 7-14

メソッドキャンセル機能によるリロード（Web アプリケーションの場合）

構成ファイルの更新検知からリロード処理開始までの時間は次の式で求められます。
構成ファイル更新用インターバル（秒）＋リロード遅延実行の最大遅延時間（秒）＋処
理中のリクエストの実行待ち時間（秒）
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ネーミング管理
この章では，ネーミング管理の機能について説明します。ネー
ミング管理は，J2EE サービスで提供されている機能の一つで
す。ネーミング管理機能を使用して，Enterprise Bean 参照ま
たはリソース参照のための名前解決を実現します。

8.1 ネーミング管理の概要
8.2 JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ
8.3 Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前
空間機能）
8.4 ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索
8.5 ネーミング管理機能でのキャッシング
8.6 CORBA ネーミングサービスの切り替え
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8.1 ネーミング管理の概要
この節では，ネーミング管理の機能，およびネーミング管理で使用するネーミングサー
ビスについて説明します。

8.1.1

ネーミング管理の機能

ネーミング管理は，J2EE サービスで提供されている機能の一つです。J2EE サービス
は，J2EE コンテナの部品機能として利用される機能です。ネーミング管理では，オブ
ジェクト（Enterprise Bean に対応する EJB ホームオブジェクト，ビジネスインタ
フェースのリファレンスおよび J2EE リソース）の名前と格納場所を管理しています。
ネーミング管理の機能を使用することで，EJB クライアントは，呼び出す Enterprise
Bean またはリソースの格納場所を知らなくても，名前から必要なオブジェクトを利用で
きるようになります。
また，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合，管理対象オブ
ジェクトもネーミング管理で管理されています。管理対象オブジェクトは，J2EE アプリ
ケーションの中からメッセージの送信および同期受信をするときに使用するオブジェク
トです。管理対象オブジェクトについては，「9.13.4 管理対象オブジェクトのルック
アップ」を参照してください。
Cosminexus で提供するネーミング管理の機能を次の表に示します。
表 8-1 Cosminexus で提供するネーミング管理の機能
機能

参照先

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ※

8.2

Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）

8.3

ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索

8.4

ネーミング管理機能でのキャッシング

8.5

CORBA ネーミングサービスの切り替え

8.6

注※
「8.2.1

ルックアップには何種類かの方法があります。ルックアップ名称および方法については，
ルックアップで使用する名称の種類」を参照してください。

ネーミング管理機能の JNDI では，CORBA オブジェクトリファレンス以外のオブジェ
クト（RMI-IIOP のリモートオブジェクトや JDBC データソースなどのオブジェクト）
を次のように扱います。
• CORBA オブジェクトリファレンス以外の登録は，対象のオブジェクトを CORBA オ
ブジェクトに変換し，CORBA オブジェクトリファレンスを CORBA ネーミングサー
ビスへ登録することで実現しています。
• CORBA オブジェクト以外のオブジェクトの検索は，CORBA オブジェクトリファレ
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ンスを検索し，CORBA オブジェクトから逆変換して元のオブジェクトを取得するこ
とで実現しています。
なお，Cosminexus で提供するネーミング管理の機能には，J2EE で規定された機能に
Cosminexus 独自の機能を拡張したものと，Cosminexus 独自の機能として提供している
ものがあります。Cosminexus 独自の機能かどうかについては，
「2. アプリケーション
サーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）
」を参照してください。
Cosminexus が提供するネーミング管理の機能と対象になるオブジェクトの関係を次の
表に示します。
表 8-2 Cosminexus が提供するネーミング管理の機能と対象になるオブジェクトの関係
Enterprise Bean

機能

J2EE リソー
ス

EJB ホームオブ
ジェクト

ビジネスインタ
フェース

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドと
ルックアップ

○

○

○※

Enterprise Bean または J2EE リソースへの別
名付与（ユーザ指定名前空間機能）

○

○

○

ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミ
ングサービスの検索

○

○

×

ネーミング管理機能でのオブジェクトのキャッ
シング

○

×

×

CORBA ネーミングサービスの切り替え

○

×

×

（凡例）
○：使用できる

×：使用できない

注※
自動的にバインドされる名称でのルックアップはできません。

！

注意事項
Web アプリケーションでカスタムエラーページを設定している場合，設定されたエラーペー
ジから JNDI を利用できません。

8.1.2 ネーミングサービス
ネーミング管理機能を使用する場合，オブジェクトの名前と格納場所は，ネーミング
サービスによって管理されます。
Cosminexus では，ネーミング管理の機能として，CORBA ネーミングサービスを利用し
た JNDI をサポートしています。オブジェクトの登録，削除，または検索などの JNDI
のインタフェースが呼び出されたときに，対応する CORBA ネーミングサービスのイン
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タフェースを呼び出します。したがって，ネーミング管理機能を利用するためには，
CORBA ネーミングサービスへの接続情報としてプロトコル，ホスト名，およびポート
番号を設定する必要があります。

参考
CORBA ネーミングサービスは J2EE サーバのインプロセスで起動できます。インプロセス
で起動することで，個別の起動・終了が不要になり，運用性が向上します。
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8.2 JNDI 名前空間へのオブジェクトのバイン
ドとルックアップ
ルックアップの対象になるオブジェクトは，JNDI 名前空間の名前と関連づけて管理され
ます。
J2EE サーバ内で実行するアプリケーションでは，利用したいリソースマネジャや呼び出
したい Enterprise Bean などのオブジェクトを参照するために，JNDI の名前空間で検
索（ルックアップ）を実行します。
この節では，ルックアップに使用する名称の種類，バインドされる名称の規則，および
ルックアップの仕組みについて説明します。また，JNDI 名前空間の確認方法についても
説明します。

8.2.1 ルックアップで使用する名称の種類
Cosminexus では，次に示す 3 種類の名称を使用したルックアップができます。
• 自動的にバインドされる名称でのルックアップ
Enterprise Bean をルックアップするときに使用できます。
• java:comp/env でのルックアップ
Enterprise Bean または J2EE リソースをルックアップするときに使用できます。
• ユーザ指定名前空間機能を利用して付与した名称でのルックアップ
Enterprise Bean または J2EE リソースをルックアップするときに使用できます。
EJB クライアントの形態ごとに，利用できるルックアップ方法，および推奨するルック
アップ方法を次の表に示します。
表 8-3 ルックアップ方法の種類
EJB クライアントの形
態

ルックアップの方法
自動的にバインドされ
る名称でのルックアッ
プ

java:comp/env を使用し
た名称でのルックアップ

ユーザ指定名前空間機
能を利用して付与した
別名でのルックアップ

EJB クライアントアプ
リケーション

◎

×

○

JSP，サーブレット

○

◎

○

EJB

○

◎

○

（凡例） ◎：利用を推奨する

○：利用できる

×：利用できない

それぞれのルックアップ名称とその名称を使用したルックアップ方法について説明しま
す。
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（1） 自動的にバインドされる名称でのルックアップ
Cosminexus での J2EE アプリケーションのデプロイ時に，オブジェクトリファレンス
に自動的に付与される名称を指定してルックアップする方法です。
J2EE アプリケーションのデプロイ時に，Enterprise Bean に対応する EJB ホームオブ
ジェクトリファレンス，およびビジネスインタフェースのリファレンスは，自動的に
JNDI の名前にバインドされます。バインドされる名称には，J2EE アプリケーションの
サーバ名やアプリケーション名が付与されるので，名前空間の衝突を回避できます。
自動的にバインドされる名称については，「8.2.2

EJB のリファレンスが自動的にバイ

ンドされる名称」を参照してください。

（2） java:comp/env を使用した名称でのルックアップ
J2EE で定義されている java:comp/env を使用して，ルックアップで指定した名称の名
前解決をする方法です。java:comp/env は，J2EE で定義されている，名前空間のコンテ
キストルートです。なお，java:comp/env で指定する参照名と，実際の名称間のリンクの
対応は，DD によって定義します。これによって，デプロイ時に参照名と実際の名称間の
リンクを解決します。

（3） ユーザ指定名前空間機能を利用して付与した別名でのルックアップ
Cosminexus の機能で，Enterprise Bean または J2EE リソースに別名を定義する方法で
す。ユーザ指定名前空間機能といいます。
Enterprise Bean の場合，JNDI の名前へのバインドと合わせて，EJB ホームオブジェ
クトリファレンスまたはビジネスインタフェースのリファレンスの別名を登録できます。
また，J2EE リソース（リソースアダプタ，メールコンフィグレーション，JavaBeans
リソース）に対しても，別名を登録できます。
別名を登録することで，ユーザが指定した任意の名称で Enterprise Bean および J2EE
リソースをルックアップできるようになります。

参考
J2EE の仕様では，java:comp/env を使用した名称でのルックアップが推奨されています。

Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与の詳細については，「8.3
Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）」を参
照してください。

8.2.2

EJB のリファレンスが自動的にバインドされる名称

J2EE アプリケーションをデプロイすると，EJB ホームオブジェクトリファレンスおよ

496

8.

ネーミング管理

びビジネスインタフェースのリファレンスは，決められた名称で自動的に JNDI の名前
にバインドされます。ルックアップ時には，バインドされた名前を使用します。
ここでは，EJB ホームオブジェクトリファレンスおよびビジネスインタフェースのリ
ファレンスが自動的にバインドされる名称について説明します。
なお，JNDI 名前空間のマッピングの仕組みと使い方については，
「8.2.3 JNDI 名前空
間のマッピングとルックアップ」で説明します。

（1） EJB ホームオブジェクトリファレンスが自動的にバインドされる名
称
J2EE アプリケーションを開始（デプロイ）したとき，Enterprise Bean の EJB ホーム
オブジェクトリファレンスは，次に示す名称で，JNDI の名前にバインドされます。

HITACHI_EJB/SERVERS/<サーバ名称>/EJB/<J2EE APP名称>/<Enterprise Bean名称>

< サーバ名称 >
J2EE サーバのサーバ名称
<J2EE APP 名称 >
J2EE アプリケーションのルックアップ名称
<Enterprise Bean 名称 >
Enterprise Bean のルックアップ名称

J2EE アプリケーション間の Enterprise Bean の呼び出しや，EJB クライアントアプリ
ケーションからの Enterprise Bean の呼び出しのとき，クライアントはバインドされた
JNDI の名前で EJB ホームオブジェクトリファレンスをルックアップします。
次に示す図では，下記の条件で J2EE アプリケーションを開始したとき，"CartHome"
インタフェースを実装した EJB ホームオブジェクトが生成され，そのリファレンスが
JNDI の名前 "HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB/CartApp/CartEB" にバインド
されることを示しています。
条件
• Enterprise Bean："CartBean"
• リモートインタフェースの名称："Cart"
• ホームインタフェース："CartHome"
• サーバ名称："MyServer"
• J2EE アプリケーションのルックアップ名称："CartApp"
• Enterprise Bean のルックアップ名称："CartEB"
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図 8-1 EJB ホームオブジェクトリファレンスの JNDI 名前空間へのバインド

次に，自動的にバインドされる名称を利用して EJB ホームオブジェクトのリファレンス
をルックアップする場合のルックアップとオブジェクトの取得の流れを示します。
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図 8-2 自動的にバインドされる名称を利用したルックアップとオブジェクトの取得の流
れ

（2） ビジネスインタフェースのリファレンスが自動的にバインドされる
名称
J2EE アプリケーションを開始（デプロイ）したとき，ビジネスインタフェースのリファ
レンスは，次に示す名称で，JNDI の名前にバインドされます。

HITACHI_EJB/SERVERS/<サーバ名称>/EJBBI/<J2EE APP名称>/<Enterprise Bean名称>

< サーバ名称 >
J2EE サーバのサーバ名称
<J2EE APP 名称 >
J2EE アプリケーションのルックアップ名称
<Enterprise Bean 名称 >
Enterprise Bean のルックアップ名称

J2EE アプリケーション間の Enterprise Bean の呼び出しや，EJB クライアントアプリ
ケーションからの Enterprise Bean の呼び出しのとき，クライアントはバインドされた
JNDI の名前でビジネスインタフェースのリファレンスをルックアップします。
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（3） テストモードで実行されている Enterprise Bean のルックアップを
する場合の名称の指定方法
J2EE アプリケーション外からテストモードで実行されている Enterprise Bean をルッ
クアップする場合，テストモード用の名前空間を意識してルックアップする必要があり
ます。通常モードで実行される Enterprise Bean を「HITACHI_EJB/」で始まる文字列
でルックアップするのに対して，同じ Enterprise Bean がテストモードで実行される場
合は「$HITACHI_TEST/HITACHI_EJB/」で始まる文字列でルックアップします。
テストモードでのアプリケーションの動作については，「19.7

J2EE アプリケーション

のテスト機能」を参照してください。

8.2.3

JNDI 名前空間のマッピングとルックアップ

ここでは，JNDI 名前空間のマッピングの仕組みと，ルックアップでの指定する名称と
JNDI 名前空間および DD の関係について説明します。

（1） Enterprise Bean を参照する仕組みと使い方（ejb-ref）
J2EE サーバ内で実行するアプリケーションでは，Enterprise Bean を呼び出すために，
Enterprise Bean 参照の名前解決が必要です。正確には，Enterprise Bean に対応する
EJB ホームインタフェース，EJB ローカルホームインタフェース，ビジネスインタ
フェースなどの名前解決をします。
EJB ホームインタフェース，またはビジネスインタフェースの名前解決をするためには，
次の 2 種類の作業が必要です。
● 参照側アプリケーションの作成時の作業
アプリケーションの作成時に参照用の名称を決め，Enterprise Bean やサーブレット
などのプログラム内での lookup の引数に，その参照用の名称を指定します。また，
java:comp/env を使用する場合は，DD の <ejb-ref> に，決めた参照用の名称を記載し
ます。
● 参照側アプリケーションのデプロイ時の作業
作成したアプリケーションを J2EE サーバ上にデプロイするときに，Enterprise
Bean をカスタマイズして，参照用の名称と実際の名称を linked-to で結び付けます。
この操作は，サーバ管理コマンドを使用して実行できます。
マッピングの仕組みは，参照側のアプリケーションと参照先のアプリケーションが同じ
J2EE アプリケーションか，別の J2EE アプリケーションかによって異なります。次に，
EJB ホームインタフェースの名前解決の例として，別の J2EE アプリケーションの
Enterprise Bean を参照する場合と，同じ J2EE アプリケーション内の Enterprise Bean
を参照する場合の例を示します。
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（a） 別の J2EE アプリケーションの Enterprise Bean を参照する場合
J2EE アプリケーションから別の J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise Bean
を参照する例を，次の図に示します。
図 8-3 J2EE アプリケーションから別の J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise
Bean を参照する例

java:comp/env を使用する場合，参照側のプログラムの lookup に指定する java:comp/
env 下の参照名と実際に JNDI 名前空間に登録されている lookup 名は，デフォルトで対
応づけられます（linked-to）
。なお，lookup 名を JNDI 名前空間に登録されている名称
と異なる名称にする場合は，サーバ管理コマンドでカスタマイズする必要があります。
図の場合は，PetShopEB を ejb/PetShopBean として呼び出すようにカスタマイズしま
す。
ユーザ指定名前空間機能を使用する場合，参照側のプログラムの lookup に別名を指定で
きます。<ejb-ref> の定義は不要です。
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（b） 同じ J2EE アプリケーション内の Enterprise Bean を参照する場合
J2EE アプリケーションから同じ J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise Bean
を参照する例を，次の図に示します。
図 8-4 同じ J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise Bean を参照する例
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同じアプリケーション内の Enterprise Bean を呼び出す場合は，lookup 名による参照の
解決ではなく，<ejb-ref-name> と ejb-name を結び付けて解決します（linked-to）
。な
お，同一 J2EE アプリケーションの場合，参照に必要な情報はアプリケーション開発時
に判明しているので，DD の <ejb-link> タグに直接 ejb-name を書き込んでおくこともで
きます。

（2） リソースを参照する仕組みと使い方（resource-ref）
J2EE サーバ内で実行するアプリケーションでリソースアダプタを利用する場合，
lookup によるリソース参照の名前解決が必要です。正確には，リソースマネジャへのコ
ネクションを作成するファクトリの名前解決をします。
リソースマネジャへのコネクションを作成するファクトリの名前解決をするためには，
次の 2 種類の作業が必要です。
● 参照側アプリケーションの作成時の作業
アプリケーションの作成時に参照用の名称を決め，Enterprise Bean やサーブレット
などのプログラム内での lookup の引数に，その参照用の名称を指定します。また，
DD の <resource-ref> に，決めた参照用の名称を記載します。
● 参照側アプリケーションのデプロイ時の作業
作成したアプリケーションを J2EE サーバ上にデプロイするときに，リソースをカス
タマイズして，参照用の名称と J2EE サーバ上に登録済みのリソースを linked-to で
結び付けます。
この操作は，サーバ管理コマンドを使用して実行できます。
次に DB Connector 経由でデータベースにアクセスする場合の例を示します。
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図 8-5 DB Connector 経由でデータベースにアクセスする場合の例

この例では，リソースの参照名称とリソースの表示名称を結び付けています。

8.2.4

JNDI 名前空間の確認方法

コマンドを使用して，CORBA ネーミングサービスで認識されている名称を表示して確
認できます。なお，J2EE リソースの別名や EJB ローカルホームオブジェクトリファレ
ンスの登録情報は確認できません。使用するコマンドは，nsutil コマンドです。nsutil
コマンドの使用方法，使用条件などについては，マニュアル「Borland(R) Enterprise
Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」を参照してください。
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JNDI 名前空間の「HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB」の下位の一覧を表示す
る場合の表示例を次に示します。
# nsutil -VBJprop ORBInitRef=NameService=corbaname::localhost:900 list
HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB
Bindings in HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB
Context: App1
Context: App2
Context: App3
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8.3 Enterprise Bean または J2EE リソースへ
の別名付与（ユーザ指定名前空間機能）
Enterprise Bean または J2EE リソースに対して，ユーザが別の名称を付けて JNDI 名
前空間に登録する機能を，ユーザ指定名前空間機能といいます。この機能によって，
Enterprise Bean または J2EE リソースを，設定した任意の名称でルックアップできる
ようになります。
Enterprise Bean に付与する別名は，Session Bean または Entity Bean の属性（プロパ
ティ）として設定します。J2EE リソースに付与する別名は，DB Connector，メールコ
ンフィグレーション，または JavaBeans リソースの属性として設定します。
なお，別名を付与するためには，サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズが必要
です。設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の次の説
明を参照してください。
• J2EE アプリケーションの設定
• サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズ

！

注意事項
J2EE の仕様では，java:comp/env を利用した名称でのルックアップが推奨されています。

8.3.1

別名を付けられる対象

ここでは，別名を付けられる対象について説明します。
別名は，Enterprise Bean または J2EE リソースに付けられます。

（1） Enterprise Bean に対する別名
別名を付けられるのは，次のインタフェースを持つ Enterprise Bean です。
• リモートホームインタフェース
• ローカルホームインタフェース
• リモートビジネスインタフェース
• ローカルビジネスインタフェース
なお，以降，リモートホームインタフェースとリモートビジネスインタフェースをあわ
せて，リモートインタフェースといいます。また，ローカルホームインタフェースと
ローカルビジネスインタフェースをあわせてローカルインタフェースといいます。
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参考
リモートインタフェースとローカルインタフェースの別名は，異なる属性として設定しま
す。詳細は，
「8.3.3

別名の設定方法」を参照してください。

（2） J2EE リソースに対する別名
別名を付与できるのは，次の表に示す J2EE リソースです。
表 8-4 別名を付与できる J2EE リソース
J2EE リソースの種別
リソースアダプタ

DB Connector
DB Connector for Cosminexus RM
Cosminexus RM

別名付与の可否
○※ 1
○
○※ 2

uCosminexus TP1 Connector

○

TP1/Message Queue - Access

○※ 2

そのほかのリソースアダプタ

○※ 3

メールコンフィグレーション

○

JavaBeans リソース

○

（凡例） ○：別名を付けられる
注※ 1

コネクションプールのクラスタ化機能を使用する場合，メンバリソースアダプタには別名を

付けられません。
注※ 2

属性ファイルの <resource-env-ref> に指定する javax.jms.ConnectionFactory オブジェク

トに別名を付けられます。<resource-env-ref> に指定する javax.jms.Destination オブジェクトには
別名を付けられません。
注※ 3

Connector 1.5 仕様に準拠するリソースアダプタの場合，管理対象オブジェクトに別名は付

与できません。

8.3.2 別名の付与規則
ここでは，Enterprise Bean および J2EE リソースに別名を設定する場合の付与規則に
ついて説明します。

（1） 指定できる名称
別名に指定できる文字，および指定する場合の制約について説明します。
（a） 別名に指定できる文字
別名には，次の文字を使用した名称を指定できます。
• 英数字（A 〜 Z，a 〜 z，0 〜 9）
• アンダースコア（_）
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• スラッシュ（/）
• ピリオド（.）
ただし，スラッシュは，区切り文字として使用する場合だけ，名前に使用できます。
（b） 別名を指定するときの制約
次に示す名前は，別名として指定できません。指定した場合，J2EE アプリケーションま
たは J2EE リソースを開始できません。
• 名前の先頭または名前の末尾に，スラッシュ（/）またはピリオド（.）を指定した名
前。
• スラッシュ（/）だけ，またはピリオド（.）だけの名前。
• スラッシュ（/）が連続している名前。
• スラッシュ（/）とピリオド（.）が連続している名前。
•「HITACHI_EJB」で始まる名前（大文字・小文字を区別する）。
• 文字列長が 255 バイトよりも長い名前。
このほか，J2EE リソースの場合，同じ名称が指定されたときには，あとから指定されて
いる定義が有効になります。

（2） 別名の重複
Enterprise Bean および J2EE リソースに別名を付ける場合の別名の重複可否を次の表
に示します。
表 8-5 Enterprise Bean および J2EE リソースの別名の重複可否
リモートインタ
フェースを持つ
Enterprise Bean

ローカルインタ
フェースを持つ
Enterprise Bean

J2EE アプリケー
ションに含まれる
リソースアダプタ

J2EE リソース※

リモートインタ
フェースを持つ
Enterprise Bean

×

○※ 2

×

×

ローカルインタ
フェースを持つ
Enterprise Bean

○※ 2

△

△

×

J2EE アプリケー
ションに含まれる
リソースアダプタ

×

△

△

×

J2EE リソース※ 1

×

×

×

×

別名を付ける対象

（凡例）
○：重複できる
△：J2EE アプリケーションが異なる場合は重複できる
×：重複できない
注※ 1
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J2EE アプリケーションに含まれるリソースアダプタを除きます。
注※ 2
ローカル呼び出し最適化機能を使用するかどうかに関係なく重複できます。

なお，重複できない組み合わせの場合，名称が完全に一致していなくても指定できない
ことがあります。
例を使用して説明します。
例
ネーミング管理機能では，CORBA ネーミングサービスに登録されるオブジェクト
を名前で管理しています。オブジェクトに付与された名前は「/」を階層構造の区切
りとして解析し，ツリー構造で管理されます。ツリーのなかで，子ノードを持つ
ノードでは，そのノードの下に新しくオブジェクトを登録できます。
下の図の，ノード A，B，C，F は子ノードを持つノードです。このため，これらの
ノードの下には新しくオブジェクトを登録できます。

この状態で，別名「A/B/D」がすでに使用されている場合は，別名「A/B/I」を指定
できます。
しかし，D，E，G，H のようなノードには，新しくオブジェクトを登録することは
できません。このため，別名「A/B/D/I」を指定することはできません。
重複できない別名を指定した場合，別名を指定した対象ごとに，次にタイミングでエ
ラーが発生します。
• Enterprise Bean の場合は，J2EE アプリケーションの開始に失敗します。
• メールコンフィグレーション以外の J2EE リソースの場合は，リソースの開始に失敗
します。
• メールコンフィグレーションの場合は，属性設定時にエラーが発生します。

8.3.3 別名の設定方法
ここでは，Enterprise Bean または J2EE リソースに別名を設定する方法について説明
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します。

（1） Enterprise Bean に別名を設定する方法
Enterprise Bean の別名は，次の 2 種類の方法で設定できます。
● サーバ管理コマンドで設定する方法
● アノテーションで指定する方法
それぞれの方法について説明します。
（a） サーバ管理コマンドで設定する方法
サーバ管理コマンド（cjsetappprop コマンド）で設定します。別名は，属性ファイルの
次のタグに指定します。
• リモートインタフェースの別名は，<optional-name> タグに指定します。
• ローカルインタフェースの別名は，<local-optional-name> タグに指定します。
設定方法の詳細は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の，J2EE アプリ
ケーションに含まれる Enterprise Bean の別名の設定についての説明を参照してくださ
い。
（b） アノテーションで指定する方法
@Stateless または @Stateful の mappedName 属性で指定します。
アノテーションで別名を指定する場合のコーディング例を次に示します。この例は，
@Stateless の mappedName 属性に Stateless Session Bean の別名「MyFoo」を設定す
る場合の例です。

@Stateless(mappedName="MyFoo")
public class FooEB implements FooIF {
...
}
public interface FooIF {
...
}

@Stateless，@Stateful の mappedName 属性に指定した別名は，Session Bean 属性
ファイルの <hitachi-session-bean-property><mapped-name> タグに設定されます。
（c） サーバ管理コマンドとアノテーションの両方で別名を設定した場合
@Stateless，@Stateful の mappedName 属性を指定して別名を指定している場合に，
Session Bean 属性ファイルで <optional-name> タグまたは <local-optional-name> タグ
に別名を設定したときには，<optional-name> タグおよび <local-optional-name> タグ
の指定が有効になります。
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サーバ管理コマンドとアノテーションの両方で別名を指定した場合に有効になるタグに
ついて，次の表に示します。
表 8-6 サーバ管理コマンドとアノテーションの両方で別名を指定した場合に有効になる
タグ
別名の設定対象

@Stateless，
@Stateful の
mappedName 属性
だけを指定

リモートインタ
フェース

<mapped-name> タ

ローカルインタ
フェース

<mapped-name> タ

注※

<optional-name> タグ，
<local-optional-name>
タグだけを指定

@Stateless，@Stateful の
mappedName 属性および
<optional-name> タグ，
<local-optional-name> タグの両
方を指定した場合

<optional-name> タグ

<optional-name> タグ

<local-optional-name>
タグ

<local-optional-name> タグ

グ※
※

グ

@Stateless，@Stateful の mappedName 属性に指定した値が設定されるタグです。

（2） J2EE リソースに別名を設定する方法
J2EE リソースの別名は，サーバ管理コマンド（cjsetresprop コマンドまたは
cjsetrarprop コマンド）を使用して設定できます。別名は，属性ファイルの次のタグに
指定します。
表 8-7 サーバ管理コマンドとアノテーションの両方で別名を指定した場合に有効になる
タグ
リソースの種別

属性ファイル

リソースアダプタ

Connector 属性ファイル

メールコンフィグレーション

メール属性ファイル

JavaBeans リソース

JavaBeans リソース属性ファイ
ル

指定するタグ
<resource-external-property>
下の <optional-name> タグ
<resource-env-external-proper
ty> 下の <optional-name> タグ

設定方法の詳細は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースの別名
の設定についての説明を参照してください。

8.3.4 別名が登録または削除されるタイミング
ここでは，Enterprise Bean または J2EE リソースに対する別名の設定方法，別名が登
録されるタイミング，および別名が削除されるタイミングについて説明します。

（1） Enterprise Bean の別名が登録または削除されるタイミング
Enterprise Bean のオブジェクトに指定した別名が名前空間に登録されるのは，J2EE ア
プリケーションを開始した時，または J2EE サーバを起動した時です。
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Enterprise Bean のオブジェクトに指定した別名が名前空間から削除されるのは，J2EE
アプリケーションを停止した時，または J2EE サーバを停止した時です。

参考
ログレベルを「Warning」にしている場合，別名が登録または削除されたことをメッセージ
ログで確認できます。
• 別名登録時：KDJE47605-I が出力されます。
• 別名削除時：KDJE47606-I が出力されます。
ただし，デフォルトのログレベルの設定では，これらのメッセージは出力されません。ログ
レベルの設定については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」の J2EE サー

バのログ取得の設定についての説明を参照してください。

（2） J2EE リソースの別名が登録または削除されるタイミング
J2EE リソースの別名が名前空間に登録されるのは，J2EE リソースを開始した時です。
J2EE リソースの別名が名前空間から削除されるのは，J2EE リソースを停止した時で
す。

参考
別名が登録または削除されたことは，メッセージログで確認できます。
• 別名登録時：KDJE47602-I が出力されます。
• 別名削除時：KDJE47603-I が出力されます。

8.3.5

クライアントからの検索

ここでは，別名を付けた Enterprise Bean または J2EE リソースをクライアントから検
索する方法について説明します。

（1） クライアントのソースと検索先オブジェクトの設定の関係
別名を付けた Enterprise Bean または J2EE リソースを検索する場合のクライアントの
ソースでの指定方法と，検索先オブジェクトでの設定方法について説明します。
クライアントのソースには，ルックアップする名称として，検索先のオブジェクトの別
名を指定します。検索先のオブジェクトには，アノテーションまたは属性ファイルを使
用して，対応する別名を設定します。
検索元のソースの記述と，検索先オブジェクトの設定の関係を次の図に示します。
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図 8-6 クライアントのソースと検索先オブジェクトの設定の関係

（2） Enterprise Bean の検索
別名を使用して Enterprise Bean を検索する場合の，クライアントのコーディング例を
次に示します。この例では，
「MyCart」という別名を設定した EJB ホームオブジェクト
を検索します。
：
javax.naming.Context ctx = new javax.naming.InitialContext();
Object obj = ctx.lookup("MyCart");
SampleHome home =
(SampleHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(obj, SampleHome.class);
Sample mybean = home.create();
//リモートオブジェクトの生成
String name = mybean.ping();
//ビジネスメソッドの実行
：

EJB ホームオブジェクト取得後の操作は，別名を使用しないで取得した EJB ホームオブ
ジェクトに対する操作と同じです。
EJB ホームオブジェクトのリファレンスをルックアップする場合の，ルックアップおよ
びオブジェクト取得の流れを次の図に示します。
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図 8-7 EJB ホームオブジェクトのリファレンスのルックアップとオブジェクト取得の流
れ

ポイント
J2EE アプリケーション外からテストモードで実行されている Enterprise Bean をルック
アップする場合，テストモード用の名前空間を意識してルックアップする必要があります。
この図の例では，通常モードで実行される Enterprise Bean を「MyCart」でルックアップ
するのに対して，同じ Enterprise Bean がテストモードで実行される場合は，
「$HITACHI_TEST/MyCart」でルックアップします。
テストモードでのアプリケーションの動作については，
「19.7

J2EE アプリケーションのテ

スト機能」を参照してください。

（3） J2EE リソースの検索
別名を使用して J2EE リソースを検索する場合の，クライアントのコーディング例を次
に示します。この例では，「jdbc/DBOpt」という別名を設定した J2EE リソースを検索
します。

Context initCtx = new InitialContext();
DataSource ds = (DataSource) initCtx.lookup("jdbc/DBOpt");

なお，J2EE リソースのオブジェクト取得後の操作は，別名を使用しないで取得したオブ
ジェクトに対する操作と同じです。
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注意事項
EJB クライアントアプリケーションからは，J2EE リソースを検索できません。検索した場
合は，javax.naming.NameNotFoundException 例外が発生します。

8.3.6 ユーザ指定名前空間機能を使用する場合の注意事項
ここでは，ユーザ指定名前空間機能を使用する場合の注意事項について説明します。

（1） 別名を使用した検索を実行する場合の注意
• ローカルインタフェースを持つ Enterprise Bean は，J2EE アプリケーション外から
検索できません。
• ローカルインタフェースを持つ Enterprise Bean の別名に対して，ネーミングコンテ
キスト単位の検索はできません。
• リモートインタフェースを持つ Enterprise Bean とローカルインタフェースを持つ
Enterprise Bean には，同じ別名を設定できます。ただし，この場合に重複している
別名をルックアップすると，必ずローカルインタフェースを持つ Enterprise Bean が
ルックアップされます。

（2） ネーミングサービスについての注意
• 複数の J2EE サーバで，一つの CORBA ネーミングサービスを共用している場合，
ユーザ指定名前空間機能は使用できません。
• J2EE サーバと CORBA ネーミングサービスは同じタイミングで起動・停止するよう
にしてください。
J2EE サーバまたは CORBA ネーミングサービスのどちらか一方がダウンした場合は，
J2EE サーバと CORBA ネーミングサービスを共に再起動してください。
• CORBA ネーミングサービスを共有する場合，ユーザ指定名前空間機能で指定する別
名として「Cosminexus」は使用できません。

（3） J2EE リソースの別名を指定する場合の注意
• 別名を登録した J2EE リソースを停止，削除，または属性変更（JavaMail セッショ
ンの場合）する場合は，J2EE サーバ上で開始されているすべての J2EE アプリケー
ションを先に停止してください。
• J2EE リソースのユーザ指定名前空間機能を使用する場合，J2EE アプリケーション
で生成する InitialContext で指定しているプロバイダ URL
（java.naming.provider.url）のホスト名と，J2EE サーバ側のサーバ定義に指定する
ejbserver.naming.host キーの値は同じ文字列にしてください。なお，次の条件に当て
はまる場合は，J2EE アプリケーションで生成している InitialContext に対して，プ
ロバイダ URL を指定する必要はありません。
• J2EE サーバ用ユーザプロパティファイルの ejbserver.naming.host キーに
「localhost」
（デフォルト値）を指定する。
• 同一 J2EE サーバ上のネーミングサービスへ接続する。
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ejbserver.naming.host キーに「localhost」を指定していて，J2EE アプリケーション
で生成している InitialContext のプロバイダ URL を指定する場合は，プロバイダ
URL のホスト名に次の API で取得できる値を指定してください。
java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostName();
• J2EE リソースのユーザ指定名前空間機能では，別名の中に "/" 文字を含めた場合も，
ネーミングコンテキスト単位で検索できません。ルックアップ名称として使用できる
文字列は，指定した別名だけです。
別名として "jdbc/TestDB" を付与してデプロイおよび開始している J2EE リソース
（DB Connector）の場合に，使用できる JNDI のルックアップ名称と使用できない
ルックアップ名の例を次に示します。
使用できるルックアップ名の例
DataSource ds = (DataSource) initCtx.lookup("jdbc/TestDB");
使用できないルックアップ名の例
Context ctx = (Context) initCtx.lookup("jdbc");

（4） テストモードを使用する場合の注意
テストモードを使用している場合，1. と 2. で示すオブジェクの別名に，同じ名前を付け
ることができます。
1. テストモードで動作している J2EE アプリケーションに含まれる，リモートインタ
フェースを持つ Enterprise Bean
2. 通常モードで動作している J2EE アプリケーションに含まれる，リモートインタ
フェースを持つ Enterprise Bean，または J2EE リソース
ただし，これらのオブジェクトに重複した別名を付けている場合に，どちらかの J2EE
アプリケーションの動作モードを変更して開始しようとすると，エラーが発生します。
エラーが発生する例を次の図に示します。
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図 8-8 J2EE アプリケーションの動作モードを変更した場合にエラーが発生する例

動作モードを変更した場合に J2EE アプリケーションを起動できなかったときは，重複
しない別名に変更してください。
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8.4 ラウンドロビンポリシーによる CORBA
ネーミングサービスの検索
この節では，ラウンドロビンポリシーによって CORBA ネーミングサービスを検索する
機能について説明します。この機能を使用すると，複数の CORBA ネーミングサービス
に登録されている同一名称（別名）の EJB ホームオブジェクトまたはビジネスインタ
フェースのリファレンスを，ラウンドロビンポリシーに従ってルックアップできます。
これを，ラウンドロビン検索といいます。
JNDI の名前空間から該当する名前で EJB ホームオブジェクトまたはビジネスインタ
フェースのリファレンスをラウンドロビン検索した場合，クライアントアプリケーショ
ンは複数の CORBA ネーミングサービス上に存在する EJB ホームオブジェクトまたはビ
ジネスインタフェースのリファレンスから，ラウンドロビンのポリシーで選択された
EJB ホームオブジェクトまたはビジネスインタフェースのリファレンスを取得できます。
これによって，J2EE サーバをクラスタ構成で開始して，負荷を分散できます。また，
EJB クライアントからは，クラスタ構成を意識しないで，J2EE サーバの Enterprise
Bean を呼び出すことができます。

ポイント
ラウンドロビン検索をする場合，検索対象となる EJB ホームオブジェクトまたはビジネス
インタフェースのリファレンスは同じ名称で CORBA ネーミングサービスに登録されている
必要があります。このため，ユーザ指定名前空間機能を使用して，それぞれの EJB ホーム
オブジェクトまたはビジネスインタフェースのリファレンスに同じ名称を指定してくださ
い。

8.4.1

ラウンドロビン検索の範囲

JNDI によるラウンドロビン検索の対象範囲は，論理ネーミングサービス内のグループと
なります。
論理ネーミングサービスは一つ以上のグループで構成されます。1 グループにつき一つ以
上の CORBA ネーミングサービスを含みます。論理ネーミングサービスの構成を次の図
に示します。
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図 8-9 論理ネーミングサービスの構成

複数のグループで，グループのメンバに同一の CORBA ネーミングサービスを指定でき
ます。

8.4.2 ラウンドロビン検索の動作
クライアントプログラムからのラウンドロビン検索時の動作について次に示す図で説明
します。
なお，図中の各 CORBA ネーミングサービスには，ラウンドロビン検索の対象となる
EJB ホームオブジェクトが「MyBean」という名前で登録されていると仮定します。検
索対象となる複数の EJB ホームオブジェクトには，ユーザ指定名前空間機能によって，
同一の名称が設定されています。
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図 8-10

ラウンドロビン検索時の動作

1. クライアントアプリケーションは，検索対象の論理ネーミングサービスのグループ名
を引数にして，ラウンドロビン用の InitialContext インスタンスを生成します。
2. クライアントアプリケーションは，生成したラウンドロビン用の InitialContext イン
スタンスに，「MyBean」という名前を指定して検索を要求します。
3. ラウンドロビン検索機能は，ラウンドロビンポリシーで検索対象のグループに属する
CORBA ネーミングサービスの検索先を決定します。
4. 検索に成功すると，クライアントアプリケーションに結果を返します。
なお，検索に失敗した場合は，グループに属する別の CORBA ネーミングサービスを
検索します。
5. クライアントアプリケーションは，検索された EJB ホームオブジェクトにアクセス
します。

8.4.3

ラウンドロビン検索をするために必要な設定

ラウンドロビン検索をするために必要な設定とグループ名の命名規則などについて説明
します。
ラウンドロビン検索をする場合，次の設定が必要です。
● ラウンドロビン検索の対象になる論理ネーミングサービスのグループ
● 各グループに属する CORBA ネーミングサービスのルート位置
● InitialContextFactory の実装を委譲しているクラス

520

8.

ネーミング管理

ラウンドロビン検索機能を使用するためには，システムプロパティに設定します。なお，
InitialContextFactory の実装を委譲しているクラスについては，システムプロパティの
設定に加えて，各アプリケーションの InitialContext 生成時に引数で指定することもで
きます。また，InitialContext 生成時の引数では，システムプロパティに指定した論理
ネーミングサービスのグループのうち，特定のネーミングサービスを選択して指定する
こともできます。
なお，システムプロパティだけで設定している場合は，特定のグループを指定したラウ
ンドロビン検索はできません。論理ネーミングサービス上にある全グループのネーミン
グサービスが検索の対象となります。
ここでは，それぞれの設定方法の概要について説明します。

（1） システムプロパティの設定によるグループとグループに属する
CORBA ネーミングサービスのルート位置の特定
ラウンドロビン検索を実行する場合，システムプロパティに，ラウンドロビン検索の対
象になる論理ネーミングサービスのグループと，グループに属するネーミングサービス
のルート位置を指定します。また，InitialContextFactory の実装を委譲しているクラス
として，
java.naming.factory.initial=com.hitachi.software.ejb.jndi.GroupContextFactory を指定
する必要があります。
システムプロパティは，ラウンドロビン検索機能を利用するアプリケーションの種類ご
とに，次の個所に設定します。
● J2EE サーバで動作する J2EE アプリケーション（Enterprise Bean またはサーブレッ
ト）
，または Web コンテナサーバで動作する Web アプリケーション（サーブレット）
の場合
J2EE サーバまたは Web コンテナサーバのプロパティをカスタマイズして設定しま
す。設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の次の
説明を参照してください。
• J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ
• Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズ
● J2EE サーバ，Web コンテナサーバ以外で動作する EJB クライアントアプリケーショ
ンの場合
次のどちらかの方法で設定します。
• EJB クライアントアプリケーション起動時にプロパティとして設定します。EJB ク
ライアントアプリケーションのプロパティの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
• System.setProperty メソッドを使用してアプリケーション内で設定します。
指定例を次に示します。この例は，プロパティを usrconf.properties で指定する場合の
指定例です。なお，それぞれのキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リ
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ファレンス

定義編」を参照してください。

# 論理ネーミングサービスの構成を定義
ejbserver.jndi.namingservice.group.list=g1;g2;g3
ejbserver.jndi.namingservice.group.g1.providerurls=corbaname::hostA:900;corban
ame::hostB:900
ejbserver.jndi.namingservice.group.g2.providerurls=corbaname::hostD:700;corban
ame::hostE:700
ejbserver.jndi.namingservice.group.g3.providerurls=corbaname::hostF:800;corban
ame::hostG:800
# InitialContextFactoryの実装を委譲するクラスを指定
java.naming.factory.initial=com.hitachi.software.ejb.jndi.GroupContextFactory
：

指定例の中の ejbserver.jndi.namingservice.group.list キー，
ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls キー，および
java.naming.factory.initial キーには，それぞれ次の内容を指定します。
ejbserver.jndi.namingservice.group.list キー
ラウンドロビン検索をする場合に，検索対象になる論理ネーミングサービスのグ
ループを定義します。指定する各グループ名は，論理ネーミング内で一意に識別で
きる名称にします。
ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls キー
各グループに属するネーミングサービスのルート位置をプロバイダ URL で指定しま
す。<Specify group name> には，ejbserver.jndi.namingservice.group.list 内に指定
したグループ名を指定します。
java.naming.factory.initial キー
InitialContextFactory の実装を委譲しているクラスを指定します。
java.naming.factory.initial キーに，
"com.hitachi.software.ejb.jndi.GroupContextFactory" を指定した場合，ラウンドロ
ビン検索が実施されます。指定しなかった場合，J2EE サーバがネーミングサービ
スとして利用する CORBA ネーミングサービスが検索の対象になります。
なお，
「(2) InitialContext 生成時の引数指定による検索対象グループの選択」に示
す方法で InitialContext 生成時の引数に java.naming.factory.initial キーを設定する
場合，システムプロパティでこのキーに値を指定する必要はありません。

（2） InitialContext 生成時の引数指定による検索対象グループの選択
ラウンドロビン検索を実行する設定になっている場合に，クライアントアプリケーショ
ン内で InitialContext 生成時の引数に特定のグループを指定することによって，ラウン
ドロビン対象でのルックアップ対象になるグループを選択できます。なお，
InitialContext 生成時の引数の指定は任意です。
指定例を次に示します。

522

8.

ネーミング管理

：
Hashtable env = new Hashtable();
env.put("ejbserver.jndi.namingservice.groupname", "g1");
env.put("java.naming.factory.initial",
"com.hitachi.software.ejb.jndi.GroupContextFactory");
InitialContext ic = new InitialContext(env);
：

指定例の中の ejbserver.jndi.namingservice.groupname キーおよび
java.naming.factory.initial キーには，それぞれ次の内容を指定します。
ejbserver.jndi.namingservice.groupname キー
検索対象となるグループ名を「gl」部分に指定します。グループ名は，システムプ
ロパティ（usrconf.properties の ejbserver.jndi.namingservice.group.list キー）で，
すでに定義されているものを指定してください。なお，
ejbserver.jndi.namingservice.groupname キーにデフォルト値はありません。指定
しなかった場合，システムプロパティで設定した，すべてのグループを検索の対象
とします。
java.naming.factory.initial キー
InitialContextFactory の実装を委譲しているクラスを指定します。
java.naming.factory.initial キーに，
"com.hitachi.software.ejb.jndi.GroupContextFactory" を指定した場合，ラウンドロ
ビン検索が実施されます。システムプロパティの java.naming.factory.initial キーの
指定を省略した場合に，引数でこのキーの指定を省略すると，
ejbserver.jndi.namingservice.groupname キーで指定したグループの検索は実施さ
れないで，J2EE サーバがネーミングサービスとして利用する CORBA ネーミング
サービスが検索の対象になります。

（3） グループ名の命名規則
グループ名に使用できる文字を次に示します。
• 英数字（A 〜 Z，a 〜 z，0 〜 9）
• アンダースコア（_）
なお，グループ名は，論理ネーミングサービス内で一意となる名称にしてください。

（4） 推奨する設定
ラウンドロビン検索機能を使用するときには，CORBA ネーミングサービスの監視機能
が持つ，無効なキャッシュ領域を定期的にクリアする機能を利用することを推奨します。
クライアントのシステムプロパティ設定例を次に示します。
クライアントのシステムプロパティ設定例
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：
# キャッシュの設定
ejbserver.jndi.cache=on
ejbserver.jndi.cache.interval=60
ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option=check
# 論理ネーミングサービスの構成を定義
ejbserver.jndi.namingservice.group.list=g1;g2;g3
ejbserver.jndi.namingservice.group.g1.providerurls=
corbaname::hostA:900;corbaname::hostB:900;corbaname::hostC:900
ejbserver.jndi.namingservice.group.g2.providerurls=
corbaname::hostD:700;corbaname::hostE:700
ejbserver.jndi.namingservice.group.g3.providerurls=
corbaname::hostF:800;corbaname::hostG:800;corbaname::hostH:800
：

8.4.4

ラウンドロビン検索をする場合の注意事項
• ラウンドロビン検索用に取得したコンテキストでは，lookup メソッドだけをサポート
しています。javax.naming.Context で定義されているほかの API は使用できません。
• 別名を使用したラウンドロビン検索を実行すると，次の順序で Enterprise Bean が検
索されます。
1. 検索を実行した J2EE サーバの名前空間から，ローカルインタフェースを持つ
Enterprise Bean が検索されます。
2. 1. で見つからなかった場合は，ラウンドロビン検索によってリモートインタフェー
スを持つ Enterprise Bean が検索されます。
InitialContextFactory の処理を委譲しているクラスごとの検索可否を次の表に示しま
す。

表 8-8 InitialContextFactory の処理を委譲しているクラスごとの検索可否
GroupContextFactory

InsContextFactory

リモートインタフェースを持つ
Enterprise Bean

○※

○

リモートインタフェースを持つ
Enterprise Bean
（別名による検索）

○

○

ローカルインタフェースを持つ
Enterprise Bean

○※

○

ローカルインタフェースを持つ
Enterprise Bean
（別名による検索）

○

○

○※

○

×

○

検索対象

J2EE リソース
J2EE リソース
（別名による検索）

（凡例） ○：検索できる
注※
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×：検索できない

java:comp/env でのルックアップの場合，ラウンドロビン検索はしません。ルックアップを実
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行した自身の J2EE サーバだけから検索されます。

InitialContextFactory の実装を委譲しているクラスは，次の方法で指定します。両方
指定した場合は引数で指定した方が有効になります。
• usrconf.properties の java.naming.factory.initial キーに指定する。
• InitialContext を生成するときの引数 (Hashtable) で，java.naming.factory.initial
キーに指定する。
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8.5 ネーミング管理機能でのキャッシング
J2EE サービスのネーミング管理機能には，キャッシング機能があります。キャッシング
機能とは，JNDI を介して EJB ホームオブジェクトリファレンスを検索した場合に，該
当オブジェクトをキャッシュに一時的に保存し，以降，同一のオブジェクトを検索する
ときには，キャッシュに保存されたオブジェクトを返す機能です。
この節では，キャッシングの流れ，およびキャッシュ領域のクリアについて説明します。
なお，ネーミング管理機能でのキャッシングをするための設定は，J2EE サーバ，Web
コンテナサーバまたは EJB クライアントアプリケーションのプロパティとして設定しま
す。設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の次の説明
を参照してください。
• J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ
• Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズ
• EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定

8.5.1

キャッシングの流れ

次の図に示すような流れで，ネーミングはキャッシングされます。
図 8-11 ネーミングのキャッシングの流れ

キャッシングの流れを説明します。この流れでは，同じ J2EE サーバ上の二つの J2EE
アプリケーションから，同じ名前「Count」で EJB ホームオブジェクトのリファレンス
をルックアップします。1. 〜 5. が J2EE アプリケーション 1 から実行される処理，6. 〜
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9. が J2EE アプリケーション 2 から実行される処理です。
1. J2EE アプリケーション 1 が，JNDI の javax.naming.InitialContext クラスのインス
タンスを生成します。
2. J2EE アプリケーション 1 が，javax.naming.InitialContext クラスのインスタンスに
対して，EJB ホームオブジェクトリファレンスの検索（ルックアップ）を要求しま
す。このとき，名前に「Count」を指定します。
3. 要求を受けたネーミング管理機能が，CORBA ネーミングサービスの名前空間から
EJB ホームオブジェクトリファレンスを検索します。
4. ネーミング管理機能は，検索結果として，EJB ホームオブジェクトのリファレンスを
取得します。
5. ネーミング管理機能が，取得した EJB ホームオブジェクトのリファレンスをキャッ
シュに保存します。
6. 同じプロセス上にある J2EE アプリケーション 2 が，JNDI の
javax.naming.InitialContext クラスのインスタンスを生成します。
7. J2EE アプリケーション 2 が，javax.naming.InitialContext クラスのインスタンスに
対して，EJB ホームオブジェクトリファレンスの検索（ルックアップ）を要求しま
す。このとき，名前に，2. で指定した名前と同じ名前「Count」を指定します。
8. 要求を受けたネーミング管理機能が，キャッシュから，EJB ホームオブジェクトリ
ファレンスを検索します。
9. ネーミング管理機能が，検索結果として，キャッシュから EJB ホームオブジェクト
のリファレンスを取得します。

8.5.2 ネーミングで使用したキャッシュのクリア
ネーミングで使用しているキャッシュは，クリアできます。ただし，クリアするキャッ
シュサイズは設定できません。ここでは，キャッシュクリアが行われるタイミングと，
クリアされる範囲について説明します。

（1） キャッシュクリアのタイミング
キャッシュの内容は次のどちらかのタイミングでクリアされます。
• JNDI および RMI-IIOP の API で例外が発生した場合，キャッシュのクリアを強制的
に実施します。
• システムプロパティに指定した値の間隔でキャッシュをクリアします（デフォルト値
は 0 秒で，キャッシュはクリアされません）。

（2） キャッシュクリアの範囲
キャッシュクリアの範囲は 2 とおりあります。
1. キャッシュ領域をすべてクリアします。
2. 無効なキャッシュ領域だけをクリアします。
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1. の場合，キャッシュの全領域をクリアします。一方，2. の場合は，定期的に，キャッ
シュに保存されたオブジェクトが有効かどうかを確認し，無効なオブジェクトだけを
キャッシュからクリアします。また，2. の場合，キャッシュクリアと同じタイミングで，
一度検索を行った CORBA ネーミングサービスの状態を監視します。これによって，一
度検索された CORBA ネーミングサービスの場合，CORBA ネーミングサービスがダウ
ンしたあとは，該当する CORBA ネーミングサービスの検索を実施しません。また，
CORBA ネーミングサービスが再起動すると，該当する CORBA ネーミングサービスの
検索を自動的に開始します。

参考
EJB ホームオブジェクトの再接続機能を使用している場合，J2EE サーバを再起動したあと
でも，キャッシュは無効になりません。
このため，無効なキャッシュ領域だけをクリアする指定をしているときでも，CORBA ネー
ミングサービスの EJB ホームオブジェクトのオブジェクトリファレンスは，キャッシュ領
域から削除されません。
EJB ホームオブジェクトのリファレンスの検索（ルックアップ）で，削除されなかった
キャッシュ上のオブジェクトリファレンスがそのまま使用できます。

8.5.3

ネーミングでのキャッシングの注意事項

ネーミングのキャッシングに関する注意事項について説明します。
• アプリケーションで EJB ホームオブジェクトリファレンスや JDBC データソースを
キャッシングしている場合，ネーミングでのキャッシングを無効にすることを推奨し
ます。
• キャッシュを定期的にクリアするには，簡易構築定義ファイルで設定します。論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタで設定しま
す。
ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option
キャッシュをクリアする範囲を指定します。
ejbserver.jndi.cache
キャッシュを実行するかどうかを指定します。ここでは「ON」を設定してくだ
さい。
ejbserver.jndi.cache.interval
キャッシュのクリア間隔を指定します。
• 論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内で，プロパティ
「ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option」に「check」を設定している場合，
CORBA ネーミングサービスの監視は，プロパティ「ejbserver.jndi.cache.interval」
に指定したキャッシュクリアのタイミングだけで行われます。CORBA ネーミング
サービスの再起動後，CORBA ネーミングサービスの回復を検知するためには，最大
で，プロパティ「ejbserver.jndi.cache.interval」に設定した時間が必要です。
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• キャッシング機能を使用している場合，キャッシュに EJB ホームオブジェクトのオブ
ジェクトリファレンスが保存された状態で，EJB ホームオブジェクトが保存されてい
る J2EE サーバがダウンするか，または J2EE アプリケーションの再デプロイが実行
されると，キャッシュに保存されている EJB ホームオブジェクトのオブジェクトリ
ファレンスは無効な情報となります。この状態で EJB ホームオブジェクトの検索要求
（lookup）を受けると，キャッシュ上の無効なオブジェクトリファレンスが検索要求
元に返却されます。このオブジェクトリファレンスに対して，
javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow() メソッド，または create メソッドなどの
メソッドを実行すると，CORBA 例外（org.omg.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST な
ど）が発生する場合があります。なお，CORBA 例外が発生した場合，キャッシュ情
報はすべて削除されます。次回の検索要求（lookup）では CORBA ネーミングサービ
スへ接続して有効な情報が取得されます。
• CTM を使用している場合に，指定した値の間隔で無効なキャッシュ領域だけをクリア
するとき，J2EE サーバや J2EE アプリケーションが停止していても，グローバル
CORBA ネーミングサービスの EJB ホームオブジェクトのオブジェクトリファレンス
はキャッシュ領域からクリアされません。EJB ホームオブジェクトの検索要求
（lookup）を受けると，クリアされなかったキャッシュ上のオブジェクトリファレン
スが検索要求元に返却されます。J2EE アプリケーションが再度開始されていた場合
は，キャッシュしたオブジェクトリファレンスはそのまま使用できます。J2EE アプ
リケーションが再度開始されていない場合は，返却されたオブジェクトリファレンス
に対して，create メソッドなどのメソッドを実行すると，CORBA 例外
（org.omg.CORBA.NO_IMPLEMENT）などが発生します。
なお，CORBA 例外が発生した場合，キャッシュ情報はすべて削除されます。J2EE
アプリケーションが再開始している場合は，次回の検索要求（lookup）でグローバル
CORBA ネーミングサービスに接続して有効な情報が取得されます。
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8.6 CORBA ネーミングサービスの切り替え
ネーミング管理機能では，JNDI を介して分散オブジェクトを検索するときに，JNDI が
接続する CORBA ネーミングサービスの切り替えができます。切り替えは，
InitialContext クラスのインスタンスに対して，プリフィックス「corbaname:」を付与
した名前を lookup メソッドの引数に渡すことで実現できます。
CORBA ネーミングサービスの切り替えの流れを次の図に示します。
図 8-12

CORBA ネーミングサービスの切り替えの流れ

ネーミングサービスの切り替えの流れを説明します。この流れでは，J2EE アプリケー
ションから，プリフィックス「corbaname:」を付与したルックアップを 2 回実行しま
す。プリフィックスの後ろに指定したホスト名に応じて，接続する CORBA ネーミング
サービスが切り替えられます。
1. J2EE アプリケーションが，JNDI の javax.naming.InitialContext クラスのインスタ
ンスを生成します。
2. J2EE アプリケーションが，javax.naming.InitialContext クラスのインスタンスに対
して，オブジェクトの検索（ルックアップ）を要求します。このとき，プリフィック
ス「corbaname:」を付与した名前「corbaname::MyHost:900#Count1」を指定しま
す。
3. 要求を受けたネーミング管理機能から「MyHost:900」の CORBA ネーミングサービ
スへの接続が実行されます。接続後，ルックアップで指定した名前の EJB ホームの
オブジェクトリファレンス「Count1」が検索されます。
4. J2EE アプリケーションから，InitialContext クラスのインスタンスに対して，オブ
ジェクトの検索（ルックアップ）を要求します。このとき，プリフィックス
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「corbaname:」を付与した名前「corbaname::MyHost:901#Count2」を指定します。
5. 要求を受けたネーミング管理機能から「MyHost:901」の CORBA ネーミングサービ
スへの接続が実行されます。接続後，ルックアップで指定した名前の EJB ホームの
オブジェクトリファレンス「Count2」が検索されます。
CORBA ネーミングサービスの切り替えは，サーバ管理コマンドを使用した，
Enterprise Bean リファレンスの解決で行います。操作については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」の J2EE アプリケーションのプロパ
ティ設定に関する内容を参照してください。
なお，CORBA ネーミングサービスがローカルホスト上で動作する場合，ネーミング
サービスのホスト名に関する設定では，"localhost" の文字列ではなく，マシン名または
IP アドレスを指定してください。
ネーミングサービスのホスト名の設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして
設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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リソース接続とトランザク
ション管理
この章では，Application Server が接続できるリソースと，リ
ソースへの接続について説明します。また，リソース接続での
トランザクション管理についても説明します。

9.1 リソース接続とトランザクション管理の概要
9.2 リソースへの接続の概要
9.3 トランザクション管理の概要
9.4 データベースへの接続
9.5 データベース上のキューとの接続
9.6 OpenTP1 との接続（SSP または TP1/Message Queue）
9.7 SMTP サーバとの接続
9.8 JavaBeans リソースの利用
9.9 そのほかのリソースとの接続
9.10 パフォーマンスチューニングのための機能
9.11 フォールトトレランスのための機能
9.12 コネクションプールのクラスタ化
9.13 そのほかのリソースアダプタの機能（Connector 1.5 仕様に準拠するリ
ソースアダプタの場合）
9.14 リソースへの接続テスト
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9.15

ファイアウォール環境での運用のための機能

9.16

リソースに接続するための実装

9.17

トランザクション管理機能の実装

9.18
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9.1 リソース接続とトランザクション管理の概
要
J2EE サーバ上の J2EE アプリケーションに含まれる EJB，サーブレット，JSP などの
J2EE コンポーネントからは，データベースや OpenTP1 などのリソースに接続できま
す。データベースや OpenTP1 などのリソースに接続する場合は，リソースアダプタを
使用します。Application Server では，Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に
準拠したリソースアダプタを使用できます。SMTP サーバや JavaBeans リソースなどの
リソースに，リソースアダプタを使用しないで接続する機能も提供しています。
また，Application Server では，リソースに効率的かつ信頼性の高い方法でアクセスす
るために，コネクションプーリングやトランザクション管理の機能を提供しています。
コネクションプーリングを使用すると，リソースに対するコネクションをプーリングし
て，効率的にコネクションを使用できます。また，障害が発生したコネクションを適切
にコネクションプールから取り除きます。また，トランザクション管理の機能を使用す
ると，トランザクションマネジャが，EJB のメソッドごとに指定するトランザクション
属性や JTA インタフェース（UserTransaction）による指示に基づいて，リソースアク
セスのトランザクションを適切に制御します。複数のリソースに対してトランザクショ
ン管理をする場合には，グローバルトランザクションを使用します。グローバルトラン
ザクションを使用すると，2 フェーズコミットプロトコルによってトランザクションが管
理されるため，リソース間で更新の整合性が確保されます。
コネクションプーリング，およびトランザクション管理の機能を使用したリソースへの
接続の例を次の図に示します。
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図 9-1 コネクションプーリングおよびトランザクション管理の機能を使用したリソース
への接続の例

536

9.

リソース接続とトランザクション管理

9.2 リソースへの接続の概要
この節では，リソースの種類ごとの接続方法と，接続に使用するリソースアダプタの種
類について説明します。
また，リソースアダプタを使用する場合の説明として，リソースアダプタの使用方法，
機能および注意事項についても説明します。

9.2.1 リソースへの接続方法
Application Server では，リソースの種類によって，接続にリソースアダプタを使用す
るものと，リソースアダプタを使用しないものがあります。それぞれのリソースへの接
続方法の概要を，リソースの種類ごとに説明します。

（1） 接続にリソースアダプタを使用するリソース
接続にリソースアダプタを使用するリソースを次に示します。
データベース
データベースと接続できます。データベースと接続するためには，リソースアダプ
タとして DB Connector を使用します。
DB Connector で接続できるのは，次のデータベースです。
• HiRDB
• Oracle
• SQL Server ※
• XDM/RD E2
注※

SQL Server と接続できるのは Windows の場合だけです。

データベースとの接続については，「9.4.1

DB Connector による接続の概要」を参

照してください。
データベース上のキュー
Cosminexus RM で使用するデータベース上のキューと接続できます。データベース
上のキューと接続するためには，リソースアダプタとして DB Connector for
Cosminexus RM および Cosminexus RM を使用します。
DB Connector for Cosminexus RM および Cosminexus RM で接続できるのは，次
のデータベースです。
• HiRDB
• Oracle
データベース上のキューとの接続については，「9.5.1

DB Connector for

Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の概要」を参照してください。
OpenTP1
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OpenTP1 の SPP，TP1/Message Queue と接続できます。OpenTP1 の SPP と接続
するには，リソースアダプタとして uCosminexus TP1 Connector を使用します。ま
た，TP1/Message Queue と接続するには，リソースアダプタとして TP1/Message
Queue - Access を使用します。
OpenTP1 との接続の詳細については，接続に使用するリソースアダプタごとに説明
しています。参照先を次の表に示します。
表 9-1 OpenTP1 接続の詳細説明の参照先
接続方法

参照先

uCosminexus TP1 Connector を利用し
た接続

「9.6.1

uCosminexus TP1 Connector による接続」

TP1/Message Queue - Access を利用し
た接続

「9.6.2

TP1/Message Queue - Access による接続」

そのほかのリソース
リソースの種類に関係なく，Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に準拠し
たリソースアダプタで接続できるリソースに接続できます。
使用できるリソースアダプタについては，
「9.9 そのほかのリソースとの接続」を
参照してください。また，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用す
る場合に，Application Server で使用できる機能については，「9.13

そのほかのリ

ソースアダプタの機能（Connector 1.5 仕様に準拠するリソースアダプタの場合）」
を参照してください。

（2） 接続にリソースアダプタを使用しないリソース
接続にリソースアダプタを使用しないリソースについて次に示します。
SMTP サーバ
SMTP サーバと接続できます。SMTP サーバとの接続については，「9.7

SMTP

サーバとの接続」を参照してください。
JavaBeans
リソースとして JavaBeans リソースを利用できます。JavaBeans リソースの利用
については，
「9.8 JavaBeans リソースの利用」を参照してください。

9.2.2

リソースアダプタの種類

Application Server では，Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に準拠したリ
ソースアダプタを使用できます。
ここでは，それぞれの仕様に準拠したリソースアダプタについて説明します。また，リ
ソースアダプタの DD のスキーマの違いについても説明します。
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（1） Connector 1.0 仕様に準拠したリソースアダプタ
Cosminexus を含む日立の製品では，Connector 1.0 仕様に準拠したリソースアダプタを
提供しています。
Application Server では，次のリソースアダプタを使用できます。
● DB Connector
● DB Connector for Cosminexus RM および Cosminexus RM
● uCosminexus TP1 Connector
● TP1/Message Queue - Access
これらのリソースアダプタでは，Connector 1.0 仕様に対応する機能が使用できます。
なお，DB Connector および DB Connector for Cosminexus RM では，Connector 1.0 仕
様に対応する機能に加えて，Cosminexus で追加された機能を使用できます。使用でき
る機能については，
「9.2.4 リソースアダプタの機能」を参照してください。

ポイント
Application Server では，これらのリソースアダプタ以外にも，標準仕様の Connector 1.0
仕様に準拠したリソースアダプタを使用できます。ただし，標準仕様の Connector 1.0 仕様
に準拠したリソースアダプタを使用する場合，DD（ra.xml）の次のタグの設定内容は無視
されます。
• <security-permission>
セキュリティの設定には server.policy ファイルを使用してください。
• <authentication-mechanism>
設定内容に関係なく，BasicPassword が適用されます。

（2） Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ
Application Server では，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用できま
す。Application Server で使用できるのは，Connector 1.5 仕様の規約のうち，次の規約
に対応した機能です。
● Lifecycle Management
● Work Management
● メッセージインフロー
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタについては，
「9.9.1 そのほかのリソー
スとの接続に使用するリソースアダプタ」を参照してください。

539

9. リソース接続とトランザクション管理

（3） Connector 1.0 仕様と Connector 1.5 仕様のリソースアダプタのス
キーマの違い
Connector 1.0 仕様に準拠したリソースアダプタと，Connector 1.5 仕様に準拠したリ
ソースアダプタの，DD のスキーマの違いについて説明します。リソースアダプタの DD
は，ra.xml です。
Connector 1.0 仕様のスキーマから Connector 1.5 仕様のスキーマに対する主な変更点を
次の表に示します。ここで示す以外の変更点については，Connector 1.5 仕様を参照して
ください。
表 9-2 Connector 1.0 仕様のスキーマから Connector 1.5 仕様のスキーマに対する主な
変更点
Connector 1.5 仕様で変更になった内容

Connector 1.5 仕様の DD の内容

javax.resource.spi.ResourceAdapter インタ
フェースの実装クラスの指定

<connector>-<resourceadapter>-<resourceadapter-clas
s>
<connector>-<resourceadapter>-<config-property>

Outbound リソースアダプタの指定

<connector>-<resourceadapter>-<outbound-resourcead
apter>

Inbound リソースアダプタの指定

<connector>-<resourceadapter>-<inbound-resourceada
pter>

adminobject の指定

<connector>-<resourceadapter>-<adminobject>

Connector 1.5 仕様で変更になった内容の概要を説明します。
javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの実装クラスの指定
javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの実装クラスと，そのコンフィ
グレーションプロパティを指定する要素が追加されました。
javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの追加に伴って実現できる機能
については，
「9.13.1 リソースアダプタのライフサイクル管理」および「9.13.2
リソースアダプタのワーク管理」を参照してください。
Outbound リソースアダプタの指定
Outbound のリソースアダプタを明示的に定義するための要素が追加されました。
なお，Outbound リソースアダプタでは，一つの DD 内にコネクション定義を複数
指定できます。コネクション定義の複数指定については，
「9.13.5 コネクション定
義の複数指定」を参照してください。
Inbound リソースアダプタの指定
Inbound のリソースアダプタを明示的に定義するための要素が追加されました。
adminobject の指定
管理対象オブジェクトについての情報を指定する要素が追加されました。
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9.2.3 リソースアダプタの使用方法
ここでは，リソースアダプタの使用方法について説明します。リソースアダプタを使用
してリソースと接続する方法には，次の 2 種類があります。
• J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用する方法
• J2EE アプリケーションに含めて使用する方法
ここでは，それぞれの方法について説明します。

（1） J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用する
J2EE サーバにインポートしたリソースアダプタを，共有スタンドアロンモジュールとし
てデプロイします。その J2EE サーバ上で動作するすべての J2EE アプリケーションで
使用できるようになります。J2EE サーバ上に配置されたリソースアダプタを J2EE リ
ソースアダプタといいます。

（2） J2EE アプリケーションに含めて使用する
リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用します。同じ J2EE アプリ
ケーションに含まれる EJB や WAR から，リソースアダプタを使用できます。リソース
アダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する手順については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダプタの設定の流れ（アプリケー
ションに含めて使用する場合）についての説明を参照してください。
なお，J2EE アプリケーションに含めることができるリソースアダプタには，制限があり
ます。J2EE アプリケーションに含めることができるリソースアダプタについては，
「(3)
使用方法ごとに使用できるリソースアダプタ」を参照してください。

（3） 使用方法ごとに使用できるリソースアダプタ
リソースアダプタは，Cosminexus のバージョンに適したリソースアダプタに統一する
必要があります。また，Cosminexus では，Connector 1.0 仕様，および Connector 1.5
仕様に準拠したリソースアダプタをデプロイして使用できます。ただし，J2EE アプリ
ケーションに含めて使用する場合，次のリソースアダプタは使用できません。
• XATransaction に設定したリソースアダプタ
• ネイティブライブラリを含むリソースアダプタ
• 起動順序の制御が必要なリソースアダプタ
• Cosminexus 独自の機能を使用しているリソースアダプタ
Cosminexus が提供するリソースアダプタの使用方法を次の表に示します。
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表 9-3 Cosminexus が提供するリソースアダプタの使用方法
リソースアダプタ

使用方法
リソースアダプタを
J2EE リソースアダ
プタとしてデプロイ
して使用する

リソースアダプタを
J2EE アプリケー
ションに含めて使用
する

NoTransaction または
LocalTransaction に設定

○

○

XATransaction に設定

○

−

クラスタ構成

ルートリソースアダ
プタ

○

−

メンバリソースアダ
プタ

○

−

NoTransaction または
LocalTransaction に設定

○

○

XATransaction に設定

○

−

TP1/Message Queue - Access

○

−

Cosminexus
RM

Cosminexus RM（データベースなし）

○

−

Cosminexus RM（データベースあり）

○

−

DB Connector for Cosminexus RM

○

−

DB
Connector

uCosminexus
TP1
Connector

（凡例） ○：使用できる

−：使用できない

使用できないリソースアダプタに対して次の操作をすると，エラーメッセージが出力さ
れて，操作に失敗します。
• J2EE アプリケーションに含めてインポートする
• J2EE アプリケーションに含めて接続テストまたは開始する

9.2.4

リソースアダプタの機能

ここでは，次のリソースアダプタの機能について説明します。
● DB Connector
● コネクションプールのクラスタ化で使用する DB Connector（ルートリソースアダプ
タおよびメンバリソースアダプタ）
● DB Connector for Cosminexus RM
● Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ
なお，これ以外のリソースアダプタの機能については，使用するリソースアダプタのド
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キュメントを参照してください。
データベース接続で使用できる機能を，リソースアダプタの種類ごとに次の表に示しま
す。それぞれの機能の詳細については，参照先の説明を参照してください。
表 9-4 リソースアダプタの種類ごとの使用できる機能
リソースアダプタの種類
DB
Conne
ctor

ルート
リソー
スアダ
プタ

メンバ
リソー
スアダ
プタ

DB
Conne
ctor for
Cosmi
nexus
RM

Conne
ctor 1.5
に準拠
したリ
ソース
アダプ
タ※

参照先

コネクションプーリング

○

×

◎

○

○

9.10.1

コネクションプールのウォーミングアッ
プ

○

×

○

○

○

コネクションプール数調節機能

○

×

○

○

○

コネクションシェアリング・アソシエー
ション

○

×

○

○

○

9.10.2

ステートメントプーリング

○

×

○

○

○

9.10.3

DataSource オブジェクトのキャッシン
グ

○

○

×

○

×

9.10.6

DB Connector のコンテナ管理でのサイ
ンオンの最適化

○

×

○

○

×

9.10.7

コネクション障害検知

○

×

◎

○

○

9.11.1

コネクション枯渇時のコネクション取得
待ち

○

×

◎

○

○

9.11.2

コネクション取得リトライ

○

×

×

○

○

9.11.3

コネクションプールの情報表示

○

×

○

○

×

9.11.4

コネクションプールのクリア

○

×

○

○

○

9.11.5

コネクションの自動クローズ

○

×

○

○

○

9.11.6

コネクションスイーパ

○

×

○

○

○

9.11.7

ステートメントキャンセル

○

×

○

○

○

9.11.8

障害調査用 SQL の出力

◎

×

◎

◎

×

9.11.1
0

オブジェクトの自動クローズ

○

×

○

○

×

9.11.11

コネクションプールの一時停止

×

×

○

×

×

9.12

コネクションプールの再開

×

×

○

×

×

コネクションプールの状態表示

○

×

○

○

○

リソースアダプタのライフサイクル管理

×

×

×

×

○

9.13.1

リソースアダプタのワーク管理

×

×

×

×

○

9.13.2

機能
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リソースアダプタの種類
DB
Conne
ctor

ルート
リソー
スアダ
プタ

メンバ
リソー
スアダ
プタ

DB
Conne
ctor for
Cosmi
nexus
RM

Conne
ctor 1.5
に準拠
したリ
ソース
アダプ
タ※

参照先

メッセージインフロー

×

×

×

×

○

9.13.3

管理対象オブジェクトのルックアップ

×

×

×

×

○

9.13.4

コネクション定義の複数指定

×

×

×

×

○

9.13.5

リソースへの接続テスト

○

○

○

○

○

9.14

J2EE リソースへの別名付与

○

○

×

○

○

8.3

コネクション ID の PRF トレース

○

○

○

○

−

17.10

クライアント API で発生した例外の通
知

○

○

○

○

−

−

機能

（凡例） ◎：必ず有効になる
注※

○：使用できる

×：使用できない

−：該当しない

この表で示しているのは Application Server が提供する機能が使用できるかどうかです。リ

ソースアダプタが提供する機能については，使用するリソースアダプタのドキュメントを参照して
ください。

9.2.5

リソースアダプタについての注意事項

ここでは，リソースアダプタについての注意事項を説明します。
デプロイ方法によって使用できない機能
リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する場合，J2EE アプリ
ケーションに含めたリソースが更新されても，次の機能は有効になりません。
• J2EE アプリケーションの更新検知
• J2EE アプリケーションのリロード
詳細は，
「7.5.1(5) リロードの注意事項および制限事項」を参照してください。
リソースアダプタの表示名についての注意事項
J2EE アプリケーション内の EJB や WAR は，J2EE リソースアダプタとしてデプ
ロイするリソースアダプタ，および J2EE アプリケーションに含めて使用するリ
ソースアダプタを同時に使用できます。ただし，一つの J2EE サーバで同じ表示名
のリソースアダプタを二つ以上使用することはできません。一つの J2EE サーバに
同じ表示名のリソースアダプタを二つ以上使用しようとすると，エラーメッセージ
が出力されて，リソースアダプタの開始に失敗します。リソースアダプタの開始に
失敗する手順の例を次に示します。
例 1.
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1. 「Rar1」という表示名のリソースアダプタを J2EE サーバにデプロイする。
2. 「Rar1」という表示名のリソースアダプタを含めた J2EE アプリケーション
をインポートする。
例 2.
1. 「Rar2」という表示名のリソースアダプタを J2EE サーバにデプロイする。
2. 「Rar2」という表示名のリソースアダプタを，インポート済みの J2EE アプ
リケーションに追加する。
例 3.
1. 「Rar3」という表示名のリソースアダプタを含めた J2EE アプリケーション
をインポートする。
2. 「Rar3」という表示名のリソースアダプタを J2EE サーバにデプロイする。
リソースアダプタのオプショナル名についての注意事項
同じオプショナル名で複数のリソースアダプタをデプロイしている場合，エラー
メッセージが出力されて，リソースアダプタの開始に失敗します。

9.2.6 リソースアダプタ以外の機能
ここでは，リソースアダプタ以外で実現される機能について説明します。ここで説明す
る機能は，リソースアダプタの種類に関係なく使用できます。
リソースアダプタ以外で実現される機能を，次の表に示します。それぞれの機能の詳細
については，参照先の説明を参照してください。
表 9-5 リソースアダプタ以外の機能
機能

参照先

ライトトランザクション

9.10.4

インプロセストランザクションサービス

9.10.5

受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する
場合）

9.10.8

トランザクションタイムアウト

9.11.8

トランザクションリカバリ

9.11.9
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9.3 トランザクション管理の概要
この節では，トランザクション管理の概要について説明します。
リソース接続時のトランザクションを管理する方法には，Application Server で管理す
る方法と，ユーザが直接管理する方法があります。
Application Server でトランザクションを管理する場合，Application Server のトランザ
クションマネジャを使用してトランザクションを管理できます。

ポイント
リソースのうち，SMTP サーバおよび JavaBeans リソースについては，トランザクション
管理の対象外です。

参考
EJB クライアントアプリケーションでもトランザクションを開始できます。EJB クライア
ントアプリケーションでトランザクションを開始する場合の注意事項については，
「9.18
EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合の注意事項」を参照
してください。

9.3.1

リソース接続でのトランザクション管理の方法

リソース接続でのトランザクションの管理方法には，Application Server が管理する方
法と，Application Server が管理しない方法（ユーザが直接管理する方法）があります。
ここでは，それぞれのトランザクションの管理方法について説明します。

（1） Application Server が管理するトランザクション
Application Server のトランザクションマネジャ経由でトランザクションを管理する方
法です。ユーザは，javax.transaction.UserTransaction インタフェースの API を操作す
るか，EJB メソッドの CMT 属性を設定することで，トランザクションを管理します。
● UserTransaction インタフェースによる管理
サーブレット，JSP，または EJB（BMT）から，javax.transaction.UserTransaction
インタフェースの API を発行することで，トランザクションを管理できます。BMT
の詳細については，
「5.5.1 BMT」を参照してください。
● EJB の CMT 属性による管理
EJB（CMT）のメソッド単位で指定するトランザクション属性によって，トランザク
ションを管理できます。CMT の詳細については，「5.5.2
い。
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Application Server がトランザクションを管理する場合，トランザクションの種類とし
てローカルトランザクションまたはグローバルトランザクションを選択できます。
Application Server が管理するトランザクションの種類については，「9.3.2 ローカルト
ランザクションとグローバルトランザクション」を参照してください。

（2） ユーザが直接管理するトランザクション（Application Server が管理
しないトランザクション）
リソース固有の API によって，ユーザが直接トランザクションを管理する方法です。例
えば，データベースに JDBC インタフェースで接続する場合，java.sql.Connection イン
タフェースの setAutoCommit()，commit()，rollback() などの API をユーザが直接操作
します。

9.3.2 ローカルトランザクションとグローバルトランザク
ション
Application Server が管理するトランザクションを使用する場合，Application Server の
トランザクションマネジャと，リソースを管理するリソースマネジャ（DBMS など）が
連携して，トランザクションを管理します。この場合，トランザクションの種類として，
ローカルトランザクションとグローバルトランザクションのどちらかを選択します。
ローカルトランザクションと，グローバルトランザクションについて説明します。

（1） ローカルトランザクション
トランザクション管理を行うリソースが一つだけの場合に，ローカルトランザクション
を使用します。ローカルトランザクションを使用する場合，トランザクションの決着は
リソースマネジャが行います。

（2） グローバルトランザクション
トランザクション管理を行うリソースが複数ある場合に，グローバルトランザクション
を使用します。グローバルトランザクションを使用する場合，トランザクションマネ
ジャが複数のリソースのトランザクションを調整し，整合性が崩れないように決着しま
す。トランザクションの決着には，2 フェーズコミットプロトコルが使用されます。な
お，グローバルトランザクション使用時には，インプロセストランザクションサービス
を使用します。インプロセストランザクションサービスについては，
「9.10.5 インプロ
セストランザクションサービス」を参照してください。
グローバルトランザクションには比較的高い処理コストが掛かりますので，トランザク
ション管理を行うリソースが一つだけの場合には，ローカルトランザクションを使用す
ることをお勧めします。
なお，デフォルトではライトトランザクション機能※が有効になっているため，グローバ
ルトランザクションを使用することはできません。グローバルトランザクションを使用
するには，ライトトランザクション機能を無効にする必要があります。
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注※
ライトトランザクションの詳細については，
「9.10.4 ライトトランザクション」を
参照してください。

（3） ライトトランザクション機能とトランザクションの管理方法の関係
ライトトランザクション機能とは，ローカルトランザクションに，最適化された環境を
提供する機能です。
トランザクションの管理方法とライトトランザクションの対応を次の表に示します。
表 9-6 トランザクションの管理方法とライトトランザクションの対応
トランザクションの管理方法
Application Server
が管理するトラン
ザクション

ライトトランザクション有
効

ライトトランザクション無
効

ローカルトランザ
クション

○

○

グローバルトラン
ザクション

×

○

○

○

Application Server が管理しないトラン
ザクション

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

ライトトランザクション機能については，「9.10.4

ライトトランザクション」を参照し

てください。

9.3.3

リソースごとに使用できるトランザクションの種類

ここでは，次に示すリソースごとに使用できるトランザクションの種類について説明し
ます。
• データベース（接続方法：DB Connector）
• データベース上のキュー（接続方法：DB Connector for Cosminexus RM と
Cosminexus RM）
• OpenTP1（接続方法：uCosminexus TP1 Connector または TP1/Message Queue Access）
• そのほかのリソース（接続方法：Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ）
それぞれのリソースで使用できるトランザクションの種類は，次の項目の設定内容に
よって決まります。
リソースアダプタ単位で設定するトランザクションサポートレベル
次に示す 3 種類のトランザクションサポートレベルごとに，使用できるトランザク
ションの種類が異なります。
• NoTransaction
リソースをトランザクション管理しません。
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• LocalTransaction
リソースをローカルトランザクションでトランザクション管理します。
• XATransaction
リソースをグローバルトランザクションでトランザクション管理します。
なお，トランザクションサポートレベルの設定は，リソースアダプタのプロパティ
として設定します。リソースアダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。
ライトトランザクション機能の有効／無効
ライトトランザクション機能を有効にしているか無効にしているかによって，使用
できるトランザクションの種類が異なります。

（1） データベース接続の場合
接続方法，トランザクションサポートレベルの対応で決定される，トランザクションの
種類を次の表に示します。
表 9-7 使用できるトランザクションの種類（データベース接続の場合）
接続方法

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
機能
有効

無効

DB Connector
（DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar）
（DBConnector_DABJ_CP.rar）
（DBConnector_Oracle_CP.rar）
（DBConnector_SQLServer_CP.rar）
（DBConnector_SQLServer2005_CP.rar）
（DBConnector_CP_ClusterPool_Root.rar）
（DBConnector_Oracle_CP_ClusterPool_Member.r
ar）

NoTransaction

なし

なし

LocalTransaction

ローカル

ローカル

DB Connector
（DBConnector_HiRDB_Type4_XA.rar）
（DBConnector_DABJ_XA.rar）
（DBConnector_Oracle_XA.rar）

XATransaction

−

グローバル

（凡例）
グローバル：グローバルトランザクション
ローカル：ローカルトランザクション
なし：トランザクション管理なし
−：指定できない

（2） データベース上のキューとの接続の場合
接続方法，トランザクションサポートレベルの対応で決定される，トランザクションの
種類を次の表に示します。
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表 9-8 使用できるトランザクションの種類（データベース上のキューとの接続の場合）
接続方法

トランザクショ
ンサポートレベ
ル

ライトトランザクショ
ン機能
有効

無効

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM
（DBConnector_HiRDB_Type4_CP_Cosminexus_RM.ra
r）
（DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar）
（DBConnector_Oracle_CP_Cosminexus_RM.rar）

NoTransaction

なし

なし

LocalTransactio
n

ローカル

ローカル

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM
（DBConnector_HiRDB_Type4_XA_Cosminexus_RM.ra
r）
（DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.rar）
（DBConnector_Oracle_XA_Cosminexus_RM.rar）

XATransaction

−

グローバ
ル

（凡例）
グローバル：グローバルトランザクション
ローカル：ローカルトランザクション
なし：トランザクション管理なし
−：指定できない

（3） OpenTP1 接続の場合
接続方法，トランザクションサポートレベルの対応で決定される，トランザクションの
種類を次の表に示します。
表 9-9 使用できるトランザクションの種類（OpenTP1 接続の場合）
接続方法

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション機能
有効

uCosminexus TP1 Connector

TP1/Message Queue - Access

（凡例）
グローバル：グローバルトランザクション
ローカル：ローカルトランザクション
なし：トランザクション管理なし
−：指定できない
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無効

NoTransaction

なし

なし

LocalTransaction

ローカル

ローカル

XATransaction

−

グローバル

NoTransaction

なし

なし

LocalTransaction

ローカル

ローカル

XATransaction

−

グローバル
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（4） そのほかのリソースの場合
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで使用できるトランザクションの種類に
ついては，「9.9.2 そのほかのリソースとの接続で使用できる機能」を参照してくださ
い。

9.3.4 トランザクションサービスで提供する機能
トランザクションサービスでは，次に示す機能を提供します。なお，Application Server
では，トランザクションサービスは J2EE サーバのインプロセスで起動します。
● グローバルトランザクションの開始，コミット決着，ロールバック決着の制御
2 フェーズコミットプロトコルによってトランザクション処理を制御します。2
フェーズコミットプロトコルとは，同期点での処理をプリペア処理（資源のアップ
デート準備）とコミット処理（資源のアップデート処理）という 2 段階に分ける方法
です。2 フェーズコミットプロトコルでは，DBMS などの複数のリソースオブジェク
トに対して同期を取り，コミットまたはロールバックができます。また，2 フェーズ
コミットプロトコルではトランザクション処理中に障害が発生した場合でも，すべて
のリソースオブジェクトを矛盾なく自動的にロールバックできます。
● トランザクションコンテキストの伝播（RMI-IIOP による Enterprise Bean 呼び出し）
グローバルトランザクションの状態を表すトランザクションコンテキストを管理しま
す。例えば，サーブレット /JSP などのクライアントがリモートの Enterprise Bean
のメソッドを呼び出したとき，クライアント側のトランザクションコンテキストを
サーバ側の Enterprise Bean に伝達します。
● ステータスファイルを使用したトランザクション情報の管理と障害発生後の J2EE
サーバの再起動によるシステム回復
システム障害で J2EE サーバが停止したときに実行中だったアプリケーションプログ
ラムのトランザクション処理を回復して，ロールバックまたはコミットします。トラ
ンザクションをロールバックするか，コミットするかは，トランザクション処理がど
こまで進んでいたかで決まります。トランザクション処理が，2 フェーズコミットの
うちの 1 フェーズ目の完了前まで進んでいる場合には，グローバルトランザクション
をロールバックします。2 フェーズコミットのうちの 1 フェーズ目が完了している場
合には，ルートトランザクションブランチでの決定に従って，グローバルトランザク
ションをロールバック，またはコミットします。
● ステータスファイルの二重化
ステータスファイルの二重化の機能を使用した場合，一方のステータスファイルが配
置されているディスクで障害が発生すると，他方のステータスファイルでトランザク
ション回復処理が実行されます※。ただし，この機能を利用すると，二重にディスク
アクセスするため，オンライン処理の応答時間は遅くなります。
注※
オンライン処理は継続できません。
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● リソースマネジャでのヒューリスティック決着時のエラー通知
データベースなどのリソースマネジャでのヒューリスティック決着を検知したとき，
メッセージによってエラーを通知します。

9.3.5

システム例外発生時のトランザクションの動作

EJB 呼び出し時に，呼び出し先でシステム例外が発生したときの呼び出し元のトランザ
クションの挙動は，J2EE サーバの起動モードやシステム定義によって次のように変わり
ます。

（1） 呼び出し元のトランザクションを呼び出し先が引き継ぐ場合（呼び
出し先のトランザクション属性が CMT の Required，Supports，
Mandatory の場合）
呼び出し先でシステム例外が戻ってきた場合，トランザクションはコンテナによって
ロールバックされます。この動作は，EJB 仕様で規定されています。

（2） 呼び出し元のトランザクションを呼び出し先が引き継がない場合
（呼び出し先のトランザクション属性が BMT，または CMT の
NotSupported，RequiresNew，Supports の場合）
呼び出し元，呼び出し先のトランザクションは，それぞれ次のように動作します。
呼び出し元のトランザクション
• EJB のリモートインタフェースでのリモート呼び出し時
ライトトランザクションが無効の場合：
トランザクションは OTS によってロールバックにマークされます。
ライトトランザクションが有効の場合：
トランザクションはロールバックにマークされません。
• EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出しの最適化時
usrconf.properties の
ejbserver.distributedtx.rollbackClientTxOnSystemException キーの値によって
動作が異なります。
true の場合：
トランザクションはロールバックにマークされます。
false の場合：
トランザクションはロールバックにマークされません。
• EJB のローカルインタフェース呼び出し時
トランザクションはロールバックにマークされます。
呼び出し先のトランザクション
トランザクションはコンテナによってロールバックされます。この動作は，EJB 仕
様で規定されています。
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なお，ローカル呼び出しの最適化については，
「5.11.1 EJB のリモートインタフェース
でのローカル呼び出しの最適化」を参照してください。

9.3.6 トランザクションマネジャの取得
トランザクションマネジャ（javax.transaction.TransactionManager または
javax.transaction.Transaction）は，トランザクションを管理するための API を提供し
ます。トランザクションマネジャの API を使用するフレームワークを使用する場合は，
JNDI を使用してトランザクションマネジャを取得できます。トランザクションマネジャ
を取得するには，
「java:comp/TransactionManager」の名前でルックアップします。
Cosminexus がサポートするトランザクションマネジャの API，および Synchronization
を使用する場合の注意について説明します。

（1） サポートする API
Cosminexus がサポートするトランザクションマネジャの API を次の表に示します。
表 9-10

Cosminexus がサポートするトランザクションマネジャの API

インタフェース

メソッド

javax.transaction.TransactionManger

javax.transaction.Transaction

（凡例） ○：使用できる
注

使用可否

begin

○

commit

○

getStatus

○

getTransaction

○

resume

○

rollback

○

setRollbackOnly

○

setTransactionTimeout

○

suspend

○

commit

○

delistResource

−

enlistResource

−

getStatus

○

registerSychronization

○

rollback

○

setRollbackOnly

○

−：使用できない

使用できないメソッドを使用しようとすると，javax.transaction.SystemException がスローさ

れます。
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（2） トランザクションマネジャを使用する場合の注意事項
ルックアップで取得したトランザクションマネジャを使用する場合，トランザクション
管理に含める処理（データベースのコネクションの取得，使用，解放など）は，トラン
ザクションの開始後から決着前，または開始後から中断前および再開後から決着前の範
囲内で実装してください。トランザクションの開始前や決着後，中断中に実装された処
理はトランザクション管理に含まれません。

（3） Synchronization を使用する場合の注意事項
トランザクション（javax.transaction.Transaction）の registerSynchronization メソッ
ドで登録する Synchronization（javax.transaction.Synchronization）の
beforeCompletion メソッド，および afterCompletion メソッドでは，J2EE サーバが提
供するサービスを使用できません。使用できないサービスの例を次に示します。
• リソースアクセス
• UserTransaction または CMT によるトランザクション操作
• EJB アクセス
• JNDI アクセス
これらのサービスのうちリソースアクセスを行った場合，リソースアクセスがトランザ
クションマネジャが管理するトランザクションの一部として管理されないで，不整合が
発生することがあります。リソースアクセスをする場合は，フレームワークの責任で，
フレームワークがリソースに対して直接トランザクションを制御するようにしてくださ
い。
上記のような注意事項があるため，ユーザプログラムで Synchronization を利用するこ
とは推奨しません。ユーザプログラムからトランザクション決着のタイミングを利用し
たい場合には，EJB の javax.ejb.SessionSynchronization を使用してください。
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9.4 データベースへの接続
この節では，DB Connector を使用したデータベースへの接続について説明します。
DB Connector を使用して接続できるデータベースには，HiRDB，Oracle，SQL
Server，XDM/RD E2 があります。データベースと接続する場合，接続先のデータベー
スの種類によって，データベースの接続方法，使用できる JDBC ドライバなどが異なり
ます。ここでは，データベース接続の前提条件と，使用できる機能について説明します。

9.4.1

DB Connector による接続の概要

データベースと接続する場合，リソースアダプタとして DB Connector を使用できます。
DB Connector は，JDBC を利用したデータベースアクセスをするためのリソースアダプ
タです。DB Connector は，J2EE アプリケーションからコネクションファクトリ
（javax.sql.DataSource クラス）をルックアップして使用します。
DB Connector による接続の概要を次の図に示します。
図 9-2 DB Connector による接続の概要

DB Connector でのデータベース接続では，JDBC ドライバに，HiRDB Type4 JDBC
Driver，Cosminexus DABroker Library，Oracle JDBC Thin Driver，または SQL
Server の JDBC ドライバを使用します。
DB Connector の設定の詳細については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」のリソースアダプタの設定の説明，および「Cosminexus アプリケーション設定操
作ガイド」のデータベースと接続するための設定の説明を参照してください。
また，データベース上のキューと接続する場合の接続方法については，
「9.5 データ
ベース上のキューとの接続」を参照してください。
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！

注意事項
リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへのリ
ファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションをカスタマイズするときに，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへの
リファレンスを解決しておいてください。

9.4.2

使用できる J2EE コンポーネントおよび機能

ここでは，データベース接続で使用できる機能について説明します。
データベース接続で使用できる J2EE コンポーネントおよび機能を，データベースごと
に次の表に示します。
表 9-11 使用できる J2EE コンポーネントおよび機能
項目

J2EE コンポー
ネント

Oracle

Oracle9i

Oracle10g

SQL
Server

XDM/RD
E2

Servlet/JSP

○

○

○

○

○

Stateless Session
Bean

○

○

○

○

○

Stateful Session
Bean

○

○

○

○

○

Entity Bean
（BMP）

○

○

○

○

×

Entity Bean
（CMP1.1）

○

○※ 1

×

×

×

Entity Bean
（CMP2.0）

○※ 2

○※ 1

×

×

×

○

○

○

○

○

Message-driven
Bean（onMessage
メソッドからの
データベースアク
セス）
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能
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Oracle

Oracle9i

Oracle10g

SQL
Server

XDM/RD
E2

コネクションプー
リング

○

○

○

○

○

コネクションプー
ルのウォーミング
アップ

○

○

○

○

○

コネクションプー
ルの情報表示
（cjlistpool コマン
ド）

○

○

○

○

○

コネクションプー
ルのクリア
（cjclearpool コマン
ド）

○

○

○

○

○

リソースへの接続
テスト

○

○

○

○

○

コネクションの障
害検知

○※ 3

○

○

△※ 4

○

ステートメント
プーリング

○※ 5

○

○

○

○※ 5 ※ 6

ステートメント
キャンセル

○※ 7

△※ 8 ※ 9

△※ 8 ※ 9

○

○※ 10

ステートメント
setQueryTimeout
メソッド

○※ 11

△※ 12

△※ 12

○※ 13

×※ 14

コネクション ID の
PRF トレース出力

○

○

○

×

○※ 10

障害調査用 SQL の
出力

○

○

○

○

○

コネクションプー
ルのクラスタ化

×

×

○※ 15

×

×

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

△：一部制限あり

注※ 1
Oracle9i で CMP1.1 および CMP2.0 が使用できるのは，Cosminexus DABroker Library を使
用して接続する場合だけです。Oracle JDBC Thin Driver を使用して接続する場合は，CMP1.1
および CMP2.0 は使用できません。
注※ 2
CMP2.0 の機能である，CMR 機能は利用できません。
注※ 3
Cosminexus DABroker Library を使用して接続する場合，HiRDB のバージョンが 07-01 以前
でグローバルトランザクション（XATransaction）のときは使用できません。
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注※ 4
DB Connector の selectMethod プロパティを direct に設定した場合は使用できません。
注※ 5
HiRDB 自動再接続機能とステートメントプーリング機能の併用はできません。
注※ 6
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，XDM/RD E2 11-02 以降のバージョンと
Cosminexus DABroker Library 03-13 以降を使用する場合にだけステートメントプーリングを
使用できます。
注※ 7
Cosminexus DABroker Library を使用して接続する場合，グローバルトランザクション
（XATransaction）のときは使用できません。
注※ 8
Cosminexus DABroker Library を使用して接続する場合，データベースのサーバまたはクライ
アントが Windows で，接続形式が専用接続であるときは，使用できません。
注※ 9
Oracle9i，Oracle10g で Oracle JDBC Thin Driver を使用して接続する場合は，接続形式が
MTS 接続のときに使用できます。専用接続では使用できません。
注※ 10
ステートメントキャンセル，およびコネクション ID の PRF トレース出力は，DABroker 経由
の場合，XDM/RD E2 11-02 以降で使用できます。
注※ 11
HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して接続する場合に使用できます。Cosminexus DABroker
Library を使用して接続する場合は使用できません。
注※ 12
Cosminexus DABroker Library を使用して接続する場合は使用できません。Oracle JDBC
Thin Driver を使用する場合，MTS 接続は有効に働きますが，専用接続には制限があります。
詳細はオラクルのサポートサービスにお問い合わせください。
注※ 13
ステートメント setQueryTimeout メソッドは，SQL Server 2005 の場合だけ使用できます。
SQL Server 2000 の場合は使用できません。
注※ 14
ステートメント setQueryTimeout メソッドは，DABroker 経由の場合は使用できません。
注※ 15
RAC 機能を使用している場合で，Oracle JDBC Thin Driver を使用して接続するときに使用で
きます。

9.4.3

接続できるデータベース

ここでは，DB Connector を使用して接続できるデータベースについて説明します。
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（1） 接続できるデータベースの種類
DB Connector を利用して接続できるデータベースには，HiRDB，Oracle，SQL
Server，XDM/RD E2 があります。なお，SQL Server および XDM/RD E2 ではグロー
バルトランザクションは使用できません。

（2） データベースと JDBC ドライバの対応
DB Connector を使用してデータベースに接続するためには，データベースに対応する
JDBC ドライバが必要です。接続先のデータベースと使用できる JDBC ドライバの対応
について次の表に示します。
表 9-12

接続先のデータベースと使用できる JDBC ドライバ（データベース接続の場
合）
JDBC ドライバ

データベース
HiRDB Type4
JDBC Driver

Cosminexus
DABroker Library

Oracle JDBC
Thin Driver

SQL Server の
JDBC ドライバ

HiRDB Version 7

×

○

×

×

HiRDB Version 8

◎

○

×

×

Oracle

×

○

◎

×

SQL Server

×

×

×

○

XDM/RD E2

○

○

×

×

（凡例）
◎：使用できる。かつ使用を推奨する。
○：使用できる。
×：使用できない。

参考
Cosminexus DABroker Library の文字コード設定
Cosminexus DABroker Library を使用してデータベースに接続する場合，文字コードを設
定できます。文字コードは，リソースアダプタである DB Connector のプロパティとして設
定します。リソースアダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus

システム構築

ガイド」を参照してください。

（3） DB Connector がサポートする JDBC 仕様
接続に使用する JDBC ドライバと DB Connector がサポートする JDBC 仕様を次の表に
示します。ただし，接続に使用する JDBC ドライバが，JDBC 仕様で規定された機能を
サポートしていない場合は，DB Connector でその機能を使用できません。
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表 9-13

接続に使用する JDBC ドライバと DB Connector がサポートする JDBC 仕様
接続に使用する JDBC ドライバ

DB Connector がサポートする JDBC 仕様

HiRDB Type4 JDBC Driver

JDBC 2.0

Cosminexus DABroker Library

JDBC 2.0

Oracle JDBC Thin Driver

JDBC 3.0

SQL Server の JDBC ドライバ

JDBC 2.0

ポイント
Oracle JDBC Thin Driver は，JDBC3.0 の仕様で規定された範囲の機能をサポートしてい
ます。Oracle パッケージのクラスおよびインタフェースを使用した Oracle 拡張機能は使用
できません。
また，Cosminexus で Oracle JDBC Thin Driver を使用してデータベースと接続する場合，
Oracle JDBC Thin Driver の拡張機能である，文キャッシュおよび接続キャッシュ機能を利
用することはできません。Cosminexus で提供するステートメントプーリング，またはコネ
クションプーリングを使用してください。ステートメントプーリングまたはコネクション
プーリングについては，「9.10

パフォーマンスチューニングのための機能」を参照してく

ださい。

9.4.4

DB Connector（RAR ファイル）の種類

DB Connector を使用してデータベースに接続する場合，使用する JDBC ドライバに対
応した RAR ファイルを使用します。RAR ファイルは，サーバ管理コマンドを使用して
操作します。サーバ管理コマンドを使用して RAR ファイルを操作する方法については，
マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
JDBC ドライバの種類と対応する RAR ファイルについて次の表に示します。
表 9-14

JDBC ドライバと RAR ファイルの対応

JDBC ドライバ
HiRDB Type4 JDBC
Driver

RAR ファイル

説明

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.r
ar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_HiRDB_Type4_XA.r

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

ar ※
Cosminexus
DABroker Library
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DBConnector_DABJ_CP.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_DABJ_XA.rar ※

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

9.

JDBC ドライバ
Oracle JDBC Thin
Driver

SQL Server の JDBC
ドライバ

リソース接続とトランザクション管理

RAR ファイル

説明

DBConnector_Oracle_CP.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_Oracle_XA.rar ※

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

DBConnector_CP_ClusterPool_Ro
ot.rar

コネクションプールのクラスタ化機能
でルートリソースアダプタを使用する
場合に使用します。

DBConnector_Oracle_CP_Cluster
Pool_Member.rar

コネクションプールのクラスタ化機能
でメンバリソースアダプタを使用する
場合に使用します。

DBConnector_SQLServer_CP.rar

SQL Server 2000 への接続に使用する
RAR ファイルです。トランザクション
管理をしない場合，またはローカルト
ランザクションを使用する場合に使用
します。

DBConnector_SQLServer2005_CP
.rar

SQL Server 2005 への接続に使用する
RAR ファイルです。トランザクション
管理をしない場合，またはローカルト
ランザクションを使用する場合に使用
します。

注※
ライトトランザクション機能は有効にできません。

9.4.5

HiRDB と接続する場合の前提条件と注意事項

ここでは，HiRDB と接続する場合の前提条件と注意事項について説明します。HiRDB
のバージョンによって，使用できる JDBC ドライバが異なります。

（1） HiRDB Version 7 の場合の前提条件
HiRDB Version 7 の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
DBConnector_DABJ_CP.rar または DBConnector_DABJ_XA.rar を使用します。
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
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表 9-15

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（HiRDB
Version 7）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクションサポート
レベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_DABJ_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_DABJ_XA.rar

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる

−：該当しない

（2） HiRDB Version 8 の場合の前提条件
HiRDB Version 8 の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは HiRDB Type4 JDBC Driver または Cosminexus
DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
次のどれかの RAR ファイルを使用します。
• DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar
• DBConnector_DABJ_CP.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_XA.rar
• DBConnector_DABJ_XA.rar
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-16

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（HiRDB
Version 8）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar
DBConnector_DABJ_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_HiRDB_Type4_XA.rar
DBConnector_DABJ_XA.rar

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる
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（3） HiRDB と接続するときの注意事項
HiRDB と接続する場合の注意を次に示します。
● HiRDB の自動再接続機能を使用すると，データベースネットワーク障害などで
HiRDB サーバとの接続が切断された場合に，コネクションが自動的に再接続されま
す。ただし，トランザクション中に接続が切断されると，SQLException 例外が発生
します。J2EE アプリケーションで SQLException 例外を受け取ったときには，処理
を続行しないでください。続けて DBMS にアクセスするとデータの不整合などの問題
が発生するおそれがあります。
● コネクションプール機能とステートメントプーリング機能を有効にして，
Statement.cancel() を使用すると，SQLException 例外が発生することがあります。
この場合，コネクションプール機能，またはステートメントプーリング機能のどちら
かを無効にすることをお勧めします。
● HiRDB のバージョンが 07-01 以前で，トランザクションサポートレベルに
XATrasaction を使用する場合，トランザクション外でコネクションを使用してデータ
ベースにアクセスすると，コネクションが二つ使用されます。
HiRDB のバージョンが 07-02 以降で，J2EE アプリケーションが次の条件をすべて満
たす場合は，コネクションが二つ使用され，HiRDB への接続が同時に利用している
ユーザ数の 2 倍になります。HiRDB のシステム共通定義の pd_max_users オペラン
ドに，同時に利用しているユーザ数の 2 倍の値を指定してください。pd_max_users
オペランドについては，マニュアル「HiRDB システム定義」を参照してください。
1. トランザクションサポートレベルが XATrasaction の DB Connector を使用する。
2. Application Server が管理するトランザクション内でコネクション※を使ってデー
タベースにアクセスする。
3. 2. のトランザクションが決着する前に，トランザクション外でコネクション※を
使ってデータベースにアクセスする。
注※ このコネクションは 1. の DB Connector から取得したコネクションで，か
つ同一コネクションです。
● HiRDB のバージョンが 07-01 以前で，ステートメントプーリング機能を有効にした
場合，Application Server が管理するトランザクションで使用するときだけ，ステー
トメントプーリング機能が使用できます。これ以外の場合はエラーが発生します。
HiRDB のバージョンが 07-02 以降で，J2EE アプリケーションが次の条件をすべて満
たす場合は，エラーが発生します。
1. トランザクションサポートレベルが XATrasaction の DB Connector を使用する。
2. Application Server が管理するトランザクション内でコネクション※を使ってデー
タベースにアクセスする。
3. 2. のトランザクションが決着する前に，トランザクション外でコネクション※を
使ってデータベースにアクセスする。
注※

このコネクションは 1. の DB Connector から取得したコネクションで，か
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つ同一コネクションです。
● HiRDB のバージョンが 07-01 以前で，コネクションの障害検知機能を有効にした場
合，障害検知が誤動作するおそれがあるため，無効にしてください。
HiRDB のバージョンが 07-02 以降の場合は，コネクションの障害検知機能を使用で
きます。
● 次の条件をすべて満たす場合，同一コネクションを複数の異なるグローバルトランザ
クションに同時に参加させることはできません。トランザクションごとに使用するコ
ネクションを分けてください。
1. トランザクションサポートレベルが XATrasaction の DB Connector を使用する。
2. Application Server が管理するトランザクション内でコネクション※を使ってデー
タベースにアクセスする。
3. 2. のトランザクションが決着する前に，トランザクション外でコネクション※を
使ってデータベースにアクセスする。
注※ このコネクションは 1. の DB Connector から取得したコネクションで，か
つ同一コネクションです。

9.4.6

Oracle と接続する場合の前提条件と注意事項

ここでは，Oracle と接続する場合の前提条件と注意事項について説明します。

（1） Oracle9i の場合の前提条件
Oracle9i の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library または Oracle JDBC
Thin Driver となります。
JDBC ドライバとして Cosminexus DABroker Library を使用する場合，Oracle クラ
イアントをインストールする必要があります。
● 接続方法
次のどれかの RAR ファイルを使用します。
• DBConnector_DABJ_CP.rar
• DBConnector_Oracle_CP.rar
• DBConnector_DABJ_XA.rar
• DBConnector_Oracle_XA.rar
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
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RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（Oracle9i）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_DABJ_CP.rar
DBConnector_Oracle_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_DABJ_XA.rar
DBConnector_Oracle_XA.rar

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる

−：該当しない

（2） Oracle10g の場合の前提条件
Oracle10g の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library または Oracle JDBC
Thin Driver となります。
JDBC ドライバとして Cosminexus DABroker Library を使用する場合，Oracle クラ
イアントをインストールする必要があります。
● 接続方法
次のどれかの RAR ファイルを使用します。
• DBConnector_DABJ_CP.rar
• DBConnector_Oracle_CP.rar
• DBConnector_DABJ_XA.rar
• DBConnector_Oracle_XA.rar
• DBConnector_CP_ClusterPool_Root.rar
• DBConnector_Oracle_CP_ClusterPool_Member.rar
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-18

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（Oracle10g）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_DABJ_CP.rar
DBConnector_Oracle_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_DABJ_XA.rar
DBConnector_Oracle_XA.rar

XATransaction

−

○
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使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

DBConnector_CP_ClusterPool_Root.rar
DBConnector_Oracle_CP_ClusterPool_Member
.rar
（凡例） ○：使用できる

ライトトランザクション

NoTransaction
LocalTransaction

有効

無効

○

○

−：該当しない

（3） Oracle と接続する場合の注意事項
Oracle と接続する場合，使用する JDBC ドライバによって，機能差があります。
ここでは，Oracle に接続する場合の，Cosminexus DABroker Library と Oracle JDBC
Thin Driver の機能の差異と，使用時の注意について説明します。
（a） 使用できる J2EE コンポーネントの違い
Oracle 接続で使用できる J2EE コンポーネントを，JDBC ドライバごとに次の表に示し
ます。
表 9-19

J2EE コンポーネントと使用できる JDBC ドライバ
Cosminexus DABroker Library

Oracle JDBC Thin Driver

サーブレット /JSP

○

○

Stateless Session Bean

○

○

Stateful Session Bean

○

○

Entity Bean（BMP）

○

○

Entity Bean（CMP2.0）

○

×

Message-driven Bean

○

○

J2EE コンポーネント

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

（b） 型マッピングの相違点
Cosminexus DABroker Library および Oracle JDBC Thin Driver では，Java の型と
Oracle の SQL 型の間で，マッピングが一部異なります。Java の型と Oracle の SQL 型
のマッピングを，JDBC ドライバごとに表に示します。
表 9-20

Java の型と Oracle の SQL 型のマッピング（Cosminexus DABroker Library）
Oracle の SQL 型

メソッド

set/getByte
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CHA
R

VAR
CHA
R2

NU
MBE
R

DAT
E

TIM
EST
AMP

CLO
B

LON
G

BLO
B

RA
W

LON
GRA
W

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−
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Oracle の SQL 型

メソッド
CHA
R

VAR
CHA
R2

NU
MBE
R

DAT
E

TIM
EST
AMP

CLO
B

LON
G

BLO
B

RA
W

LON
GRA
W

set/getShort

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getInt

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getLong

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getFloat

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getDouble

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getBigDecimal

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getBoolean

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

set/getString

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getBytes

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

set/getDate

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getTime

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getTimestamp

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getClob

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

set/getBlob

−

−

−

−

−

−

−

○

−

−

set/getObject

○

○

○

○

−

○

○

○

○

○

（凡例）
○：java.sql.PreparedStatement#setXXX および java.sql.ResultSet#getXXX などでマッピン
グできる
−：マッピングできない

表 9-21

Java の型と Oracle の SQL 型のマッピング（Oracle JDBC Thin Driver）
Oracle の SQL 型

メソッド
CHA
R

VAR
CHA
R2

NU
MBE
R

DAT
E

TIM
EST
AMP

CLO
B

LON
G

BLO
B

RA
W

LON
GRA
W

set/getByte

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getShort

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getInt

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getLong

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getFloat

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getDouble

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getBigDecimal

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−

set/getBoolean

○

○

○

−

−

−

○

−

−

−
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Oracle の SQL 型

メソッド
CHA
R

VAR
CHA
R2

NU
MBE
R

DAT
E

TIM
EST
AMP

CLO
B

LON
G

BLO
B

RA
W

LON
GRA
W

set/getString

○

○

○

○

−

−

○

−

○

○

set/getBytes

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

set/getDate

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getTime

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getTimestamp

○

○

−

○

−

−

○

−

−

−

set/getClob

−

−

−

−

−

○

−

−

−

−

set/getBlob

−

−

−

−

−

−

−

○

−

−

set/getObject

○

○

○

○

−

○

○

○

○

○

（凡例）
○：java.sql.PreparedStatement#setXXX および java.sql.ResultSet#getXXX などでマッピン
グできる
−：マッピングできない
注
この表は，Oracle9i のマッピングです。詳細や Oracle10g については，Oracle のマニュアルを
参照してください。

（c） 日本語文字コード変換の相違点と Oracle JDBC Thin Driver での文字化けを回避する
ための設定
JDBC ドライバでは，データをデータベースに格納するとき，およびデータベースから
データを取り出すときに，Unicode とデータベース格納コードとの間で適宜，文字コー
ドを変換します。文字コード変換をする場所は，JDBC ドライバによって異なります。
JDBC ドライバごとに文字コード変換が実施される場所について説明します。
● Cosminexus DABroker Library を使用する場合
Cosminexus DABroker Library を使用する場合に文字コード変換が実施される場所を次
の図に示します。
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図 9-3 Cosminexus DABroker Library を使用する場合に文字コード変換が実施される場
所

J2EE サーバ上の JDBC ドライバ部分では，JavaVM のコンバータによって，Unicode
からデータベース格納コード，およびデータベース格納コードから Unicode への変換が
実施されます。
Cosminexus DABroker Library のエンコーディングセットと Oracle サーバのデータ
ベースキャラクタセットを同じにしておく必要があります。
● Oracle JDBC Thin Driver を使用する場合
Oracle JDBC Thin Driver を使用する場合に文字コード変換が実施される場所を次の図
に示します。
図 9-4 Oracle JDBC Thin Driver を使用する場合に文字コード変換が実施される場所

図中の場所ごとに実行される文字コード変換について，次の表に示します。
表 9-22
場所

Oracle JDBC Thin Driver を使用する場合に文字コード変換が実施される場所
実施される内容

1

ネットワーク，ファイルなどの外部データを J2EE サーバで読み込む時に，外部データコー
ドから Unicode に変換されます。

2

J2EE サーバで読み込んだデータを Oracle サーバに格納する時に，Unicode から UTF-8 に
変換されます。J2EE サーバ上の JDBC ドライバ部分で実施されるコード変換です。
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場所

実施される内容

3

Oracle サーバのコンバータによって，UTF-8 からデータベース格納コードへの変換が実施さ
れます。Oracle サーバ上で実施されるコード変換です。

4

Oracle サーバのコンバータによって，データベース格納コードから UTF-8 への変換が実施
されます。

5

Oracle サーバから J2EE サーバが格納したデータを取得する時に，UTF-8 から Unicode に
変換されます。

6

J2EE サーバで取得したデータをネットワークやファイルなどに書き出す時に，Unicode か
ら外部データコードに変換されます。

Oracle JDBC Thin Driver を使用する場合，JavaVM と Oracle サーバのコンバータがサ
ポートしているマッピング規則の相違から，文字化けが発生することがあります。文字
化けは，外部データの文字コードとデータベース格納コードの組み合わせや，文字コー
ド変換を行うコンバータの組み合わせによって発生します。
文字化けを回避するためには，外部データの文字コードと，データベース格納コードを，
次に示す組み合わせで使用してください。
● 外部データの文字コードがシフト JIS（CP932）の場合
データベース格納コードに「AL32UTF8」または「JA16SJISTILDE」を指定してく
ださい。なお，データベース格納コードに「JA16SJIS」を指定した場合，「〜」の文
字で文字化けが発生しますのでご注意ください。
● 外部データの文字コードが SJIS の場合
データベース格納コードに「AL32UTF8」を指定してください。なお，データベース
格納コードに「JA16SJIS」を指定した場合，「￠」
「￡」「￢」
「‖」「−」で文字化け
が発生しますのでご注意ください。
● 外部データの文字コードが EUC の場合
データベース格納コードに「AL32UTF8」を指定してください。なお，データベース
格納コードに「JA16EUC」を指定した場合，「￠」
「￡」「￢」で文字化けが発生しま
すのでご注意ください。

9.4.7

SQL Server と接続する場合の前提条件と注意事項

ここでは，SQL Server と接続する場合の前提条件と注意事項について説明します。

（1） SQL Server の場合の前提条件
SQL Server の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは SQL Server の JDBC ドライバとなります。
● 接続方法
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DBConnector_SQLServer_CP.rar または DBConnector_SQLServer2005_CP.rar を
使用します。使用する RAR ファイルは，接続する SQL Server によって異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-23

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（SQL
Server）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）
DBConnector_SQLServer_CP.rar
DBConnector_SQLServer2005_CP.rar

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

○

○

NoTransaction
LocalTransaction

（凡例） ○：使用できる

なお，SQL Server と接続できるのは Windows の場合だけです。

（2） SQL Server と接続する場合の注意事項
SQL Server 接続時，データベースに日本語文字コードを含むデータを格納する場合，シ
ステムでの文字コード変換について考慮する必要があります。ここでは，システムでの
文字コード変換の概要と，文字化けを回避するために設定時に注意することについて説
明します。
Java では日本語文字コードは Unicode で表現されます。SQL Server を使用する場合，
Web クライアントとアプリケーションサーバ間，およびアプリケーションサーバと SQL
Server 間の処理で文字コード変換が実施されます。
SQL Server を使用する場合の文字コード変換の概要を次の図に示します。
図 9-5 SQL Server を使用する場合の文字コード変換の概要
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図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. アプリケーションサーバが Web クライアントからデータを受信する時に，外部文字
コードから Unicode に変換されます。
2. アプリケーションサーバがデータを SQL Server に格納する時に，Unicode からデー
タベース格納文字コードに変換されます。
3. SQL Server に格納されたデータをアプリケーションサーバが取得する時に，データ
ベース格納文字コードから Unicode に変換されます。
4. アプリケーションサーバがデータを Web クライアントに送信する時に，Unicode か
ら外部文字コードに変換されます。
SQL Server を使用する場合，外部文字コードとデータベース格納文字コードの組み合わ
せや，文字コード変換を実施する場合に使用されるコンバータの種類によっては，文字
化けなどの問題が発生することがあります。このような文字化けを回避するためには，
文字コードの設定に注意する必要があります。
SQL Server では次の表に示す文字データ型をサポートしています。SQL Server を使用
する場合，Unicode データ型を使用することによって，文字コード変換時に発生する文
字化けを防ぐことができます。
表 9-24

SQL Server でサポートする文字データ型
カテゴリ

文字データ型

Unicode データ型

nchar，nvarchar，ntext

非 Unicode 文字データ型

char，varchar，text

次に，SQL Server でのデータベース格納文字コードとして，Unicode データ型を使用す
る場合と，非 Unicode データ型を使用する場合の文字コード変換について説明します。
Unicode データ型を使用する場合
DB Connector のプロパティの sendStringParametersAsUnicode キーに true（デ
フォルト値）を設定している場合，文字化けは発生しません。false を設定した場
合，外部文字コードに Shift_JIS，EUC-JP，ISO-2022-JP，または UTF-8 を使用
すると文字化けが発生することがあります。
非 Unicode 文字データ型を使用する場合
外部文字コードの設定によって，文字化けが発生することがあります。
• 外部文字コードに Windows-31J を使用する場合
文字化けは発生しません。
• 外部文字コードに Shift_JIS，EUC-JP，または ISO-2022-JP を使用する場合
次に示す文字などで文字化けが発生します。
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• 外部文字コードに UTF-8 を使用する場合
次に示す文字などで文字化けが発生します。

9.4.8

XDM/RD E2 と接続する場合の前提条件と注意事項

ここでは，XDM/RD E2 と接続する場合の前提条件と注意事項について説明します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library または HiRDB Type4
JDBC Driver となります。
JDBC ドライバとして Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クラ
イアントをインストールする必要があります。
● 接続方法
DBConnector_DABJ_CP.rar または DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar を使用しま
す。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-25

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（XDM/RD
E2）

使用する DB Connector
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_DABJ_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

（凡例） ○：使用できる
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9.5 データベース上のキューとの接続
ここでは，データベース上のキューとの接続について説明します。
データベース上のキューと接続するためには，リソースアダプタとして DB Connector
for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用します。
Cosminexus RM の詳細については，マニュアル「Cosminexus Reliable Messaging」を
参照してください。また，接続できるデータベースについては，「9.4

データベースへ

の接続」を参照してください。

9.5.1

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM
による接続の概要

DB Connector for Cosminexus RM は，Cosminexus RM と連携して，JMS インタ
フェースを使用してデータベースと接続するためのリソースアダプタです。
Cosminexus RM と連携することによって，サーブレット，JSP，Enterprise Bean
（Session Bean，Entity Bean，Message-driven Bean）から，JMS インタフェースを使
用してデータベース上のキューにアクセスできます。また，JDBC インタフェースを使
用して，データベース上のテーブルにもアクセスできます。
JMS インタフェースと JDBC インタフェースを使用して同じデータベースにアクセスす
るとき，グローバルトランザクションを 1 フェーズコミットで処理できます。これに
よって，処理性能が向上します。また，JMS インタフェースと JDBC インタフェースに
よるデータベース接続に使用する物理コネクションを共通できるため，リソースを有効
活用できるようになります。
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の概要を次の図に示
します。
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図 9-6 DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の概要

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM によるデータベース接続では，
JDBC ドライバに，HiRDB Type4 JDBC Driver，Cosminexus DABroker Library，ま
たは Oracle JDBC Thin Driver を使用します。
DB Connector for Cosminexus RM の設定の詳細については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」のリソースアダプタの設定の説明，および「Cosminexus アプ
リケーション設定操作ガイド」のデータベース上のキューと接続するための設定の説明
を参照してください。

9.5.2

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM
による接続の特徴

ここでは，DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続の特徴に
ついて説明します。

（1） DB Connector for Cosminexus RM および Cosminexus RM による処
理の概要
DB Connector for Cosminexus RM を使用して Cosminexus RM と連携することによっ
て，データベース上のキューに対する JMS インタフェースによるメッセージの送受信
や，メッセージによって起動される Message-driven Bean の呼び出しなどができます。
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM によってデータベースに接続す
る場合，JMS インタフェースと JDBC インタフェースによるアクセスで使用する物理コ
ネクションを共有することによって次のことが実現できるため，処理性能が向上します。
• ローカルトランザクションの適用
• グローバルトランザクションの 1 フェーズコミット
サーブレット，JSP，または，Enterprise Bean から，JMS インタフェースと JDBC イ
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ンタフェースを使用して，データベースにアクセスするときの DB Connector for
Cosminexus RM および Cosminexus RM の処理の概要を次の図に示します。
図 9-7 DB Connector for Cosminexus RM および Cosminexus RM の処理の概要

JMS インタフェースによるアクセスは Cosminexus RM を経由して，JDBC インタ
フェースによるアクセスは DB Connector for Cosminexus RM を経由して，データベー
スにアクセスします。なお，Cosminexus RM では，キューをデータベース上に構築する
ため，内部的に JDBC インタフェースによるデータベースへのアクセスを使用します。
そのため，JDBC ドライバを経由してデータベースにアクセスします。
また，DB Connector for Cosminexus RM では，Cosminexus RM を経由して，
Cosminexus RM と物理コネクションを共有してデータベースにアクセスします。これら
のリソースアダプタでは，Cosminexus RM 用のコネクションプールを利用してコネク
ションを取得します。これによって，物理コネクションの共有を実現しています。

（2） DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM によるデータ
ベース接続の構成
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用して接続する場合のリ
ソースの構成パターンについて説明します。ここでは，次に示す場合のリソースの構成
について説明します。
• JMS インタフェースだけを使用する場合
• JMS インタフェースと JDBC インタフェースで同一データベースにアクセスする場
合
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• JMS インタフェースと JDBC インタフェースで異なるデータベースにアクセスする
場合
• Message-driven Bean を使用する場合
なお，JMS インタフェースと JDBC インタフェースで同一データベースにアクセスする
場合と，Message-driven Bean を使用する場合は，コネクションの共有ができます。た
だし，コネクションを共有するためには，次に示す前提条件を満たしている必要があり
ます。
コネクション共有の前提条件
• ユーザプログラムで，同一トランザクション内で JMS インタフェースによるデー
タベース上のキューへのアクセスと，JDBC インタフェースによるテーブルへの
アクセスを実施する。
• Cosminexus RM によってキューを構築するデータベースと，テーブルにアクセス
するデータベースが同じである。
• JMS インタフェースよるデータベース上のキューへのアクセスと，JDBC インタ
フェースによるデータベース上のテーブルへのアクセスで使用するセキュリティ
情報（ユーザ名，パスワード）と，サインオンの方式が同じである。
• DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM へのリファレンスを設定し
ている J2EE アプリケーションで，DD の <res-sharing-scope> タグの値に
「Shareable」が設定されている。

！

注意事項
• JDBC インタフェースだけを使用してデータベースにアクセスする場合，リソースアダプ
タとして DB Connector を使用してください。
• コネクション共有の前提条件を満たさない場合，DB Connector for Cosminexus RM と
Cosminexus RM によって JMS インタフェースと JDBC インタフェースの両方を使用し
たデータベースへのアクセスはしないでください。この場合，
「(c)

JMS インタフェース

と JDBC インタフェースで異なるデータベースにアクセスする場合」に示す構成にして，
テーブルへのアクセスには DB Connector を使用してください。

（a） JMS インタフェースだけを使用する場合
ユーザプログラムでデータベース上のキューに対してだけアクセスする場合，次の図に
示す構成で使用します。
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図 9-8 JMS インタフェースだけを使用する場合の構成

（b） JMS インタフェースと JDBC インタフェースで同一データベースにアクセスする場
合
ユーザプログラムで JMS インタフェースと JDBC インタフェースを使用してデータ
ベースにアクセスする場合，コネクション共有の前提条件を満たしているときは，2 種類
のインタフェースで同一のデータベースにアクセスできます。このとき，次の図に示す
構成で使用します。
この構成にすることによって，コネクションの共有によるトランザクション処理性能の
向上とリソースの有効利用を実現できます。
図 9-9 JMS インタフェースと JDBC インタフェースでアクセスするデータベースが同
じ場合の構成

（c） JMS インタフェースと JDBC インタフェースで異なるデータベースにアクセスする
場合
ユーザプログラムで JMS インタフェースと JDBC インタフェースを使用してデータ
ベースにアクセスする場合，コネクション共有の前提条件を満たしていないときは，イ
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ンタフェースごとに，異なるデータベースにアクセスする構成にする必要があります。
このとき，次の図に示す構成で使用します。
図 9-10

JMS インタフェースと JDBC インタフェースでアクセスするデータベースが異
なる場合の構成

データベース上のキューへのアクセスには，DB Connector for Cosminexus RM と
Cosminexus RM を使用します。また，データベース上のテーブルへのアクセスには，
DB Connector を別途用意して使用する必要があります。
（d） Message-driven Bean を使用する場合
Message-driven Bean を使用する場合，次の図に示す構成で使用します。コネクション
の共有条件を満たす場合には，DB Connector for Cosminexus RM の JDBC インタ
フェースを使用して，Message-driven Bean と JDBC インタフェースでコネクションを
共有することができます。
なお，Message-driven Bean を使用する場合，関連づけるリソースアダプタが
Cosminexus RM 01-01 以降のときは，グローバルトランザクションおよびローカルトラ
ンザクションを使用できます。Cosminexus RM 01-00 のリソースアダプタを使用する場
合は，グローバルトランザクションを使用する必要があります。このとき，ローカルト
ランザクションを使用することはできませんが，コネクション共有の前提条件を満たし
ていれば，グローバルトランザクションは 1 フェーズで決着されます。
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図 9-11 Message-driven Bean を使用する場合の構成

9.5.3

使用できる機能

DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM による接続で使用できる機能の
詳細については，マニュアル「Cosminexus Reliable Messaging」を参照してください。
なお，JDBC インタフェースを使用してデータベースに接続する場合，DB Connector を
使用して接続する場合と同じ機能を利用できます。利用できる機能の詳細については，
「9.2.4 リソースアダプタの機能」を参照してください。

9.5.4

接続できるデータベース

ここでは，DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用して接続でき
るデータベースについて説明します。

（1） 接続できるデータベースの種類
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用して接続できるデータ
ベースには，HiRDB，および Oracle があります。なお，SQL Server，および XDM/RD
E2 には接続できません。

（2） データベースと JDBC ドライバの対応
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用してデータベースに接続
するためには，データベースに対応する JDBC ドライバが必要です。
接続先のデータベースと使用できる JDBC ドライバについて次の表に示します。
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接続先のデータベースと使用できる JDBC ドライバ（データベース上のキュー
との接続の場合）
JDBC ドライバ

データベース
HiRDB Type4 JDBC
Driver

Cosminexus DABroker
Library

Oracle JDBC Thin
Driver

HiRDB Version 7

×

○

×

HiRDB Version 8

○

○

×

Oracle

×

×

○

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

（3） 注意事項
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用してデータベースに接続
する場合の注意事項を次に示します。
● DB Connector for Cosminexus RM が提供する JDBC コネクション
（java.sql.Connection. Connection）では，JDBC 固有のトランザクション制御はでき
ません。JDBC 固有のトランザクション制御を行った場合，setAutoCommit(boolean)
メソッドの引数 false での呼び出しのときと，releaseSavepoint(SavePoint) メソッ
ド，rollback(Savepoint) メソッド，setSavepoint() メソッド，および
setSavepoint(String) メソッドの呼び出しのときに例外が発生します。JDBC 固有の
トランザクション制御を行う場合は，DB Connector を使用してください。
● DB Connector for Cosminexus RM の場合，性能解析トレースの取得ポイントおよび
イベント ID が DB Connector の場合と一部異なります。
JDBC コネクション（java.sql.Connection. Connection）に関しては，1 回のアクセス
で DB Connector for Cosminexus RM の JDBC コネクションと，DB Connector での
JDBC コネクションの二つのトレース取得ポイントで性能解析トレースが出力されま
す。
また，JDBC コネクションの生成物（java.sql.Statement など）は，DB Connector
と同様のトレース取得ポイントで性能解析トレースが出力されます。
java.sql.DataSource は，DB Connector for Cosminexus RM 用のトレース取得ポイン
トでだけ性能解析トレースが出力されます。
● DB Connector for Cosminexus RM では，稼働情報監視をした場合，DB Connector
for Cosminexus RM のリソースアダプタの次の項目について，正しい値が出力されま
せん。DB Connector for Cosminexus RM はコネクションを Cosminexus RM 経由で
取得するため，連携するリソースアダプタの監視稼働情報は Cosminexus RM 側に累
積され出力されます。
• トランザクションサポートレベル
• プール現在値（総数）
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• 使用中のコネクション数
• 未使用のコネクション数
• ManagedConnectionFactory の createManagedConnection() メソッドの実行回数
• ManagedConnection の getConnection() メソッドの実行回数
• ManagedConnection の cleanup() メソッドの実行回数
• ManagedConnection の destroy() メソッドの実行回数
• ConnectionManager の allocateConnection() メソッドの実行時間
• ManagedConnectionFactory の createManagedConnection() メソッドの実行時間
• ConnectionManager の allocateConnection() メソッドの失敗回数
• ManagedConnection で FATAL エラーが発生した回数
● DB Connector for Cosminexus RM は，連携する Cosminexus RM 側のコネクション
プールを共有します。そのため，DB Connector for Cosminexus RM には，コネク
ションプールの各機能の設定をする必要はありません。
● リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへ
のリファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している
J2EE アプリケーションをカスタマイズするときに，J2EE アプリケーションからリ
ソースアダプタへのリファレンスを解決しておいてください。

9.5.5

DB Connector for Cosminexus RM（RAR ファイル）の
種類

DB Connector for Cosminexus RM を使用してデータベースに接続する場合，使用する
JDBC ドライバに応じた RAR ファイルを使用します。RAR ファイルは，サーバ管理コ
マンドを使用して操作します。サーバ管理コマンドを使用して RAR ファイルを操作する
方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照
してください。
JDBC ドライバの種類と対応する RAR ファイルについて次の表に示します。
表 9-27

JDBC ドライバと RAR ファイルの対応

JDBC ドライバ
HiRDB Type4 JDBC
Driver

RAR ファイル

説明

DBConnector_HiRDB_Type4_CP_
Cosminexus_RM.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_HiRDB_Type4_XA_

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

Cosminexus_RM.rar ※
Cosminexus
DABroker Library

DBConnector_DABJ_CP_Cosmine
xus_RM.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_DABJ_XA_Cosmine

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

xus_RM.rar ※
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RAR ファイル

説明

DBConnector_Oracle_CP_Cosmin
exus_RM.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_Oracle_XA_Cosmin

グローバルトランザクションを使用す
る場合に使用します。

exus_RM.rar ※
注※
ライトトランザクション機能は有効にできません。

9.5.6

HiRDB のキューに接続する場合の前提条件

ここでは，HiRDB のキューに接続する場合の前提条件について説明します。

（1） HiRDB Version 7 の場合の前提条件
HiRDB Version 7 の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar または
DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.rar を使用します。
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-28

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（HiRDB
Version 7）

使用する DB Connector for Cosminexus RM
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.ra
r

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる

−：該当しない
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（2） HiRDB Version 8 の場合の前提条件
HiRDB Version 8 の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは HiRDB Type4 JDBC Driver または Cosminexus
DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
次のどれかの RAR ファイルを使用します。
• DBConnector_HiRDB_Type4_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_XA_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.rar
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-29

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（HiRDB
Version 8）

使用する DB Connector for Cosminexus RM
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_HiRDB_Type4_CP_Cosminexus
_RM.rar
DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_HiRDB_Type4_XA_Cosminexus
_RM.rar
DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.ra
r

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる

9.5.7

−：該当しない

Oracle のキューに接続する場合の前提条件

ここでは，Oracle のキューに接続する場合の前提条件について説明します。

（1） Oracle9i の場合の前提条件
Oracle9i の場合の前提条件について示します。
● 使用できる JDBC ドライバ
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使用できる JDBC ドライバは Oracle JDBC Thin Driver となります。
● 接続方法
DBConnector_Oracle_CP_Cosminexus_RM.rar または
DBConnector_Oracle_XA_Cosminexus_RM.rar を使用します。
RAR ファイルの種類に応じて，指定できるトランザクションサポートレベルが異なり
ます。また，ライトトランザクションを使用できるかどうかも異なります。
RAR ファイルごとに指定できるトランザクションサポートレベルを次の表に示しま
す。
表 9-30

RAR ファイルごとに使用できるトランザクションサポートレベル（Oracle9i）

使用する DB Connector for Cosminexus RM
（RAR ファイル）

トランザクション
サポートレベル

ライトトランザクション
有効

無効

DBConnector_Oracle_CP_Cosminexus_RM.rar

NoTransaction
LocalTransaction

○

○

DBConnector_Oracle_XA_Cosminexus_RM.rar

XATransaction

−

○

（凡例） ○：使用できる

−：該当しない

（2） Oracle10g の場合の前提条件
Oracle10g で使用できる JDBC ドライバおよび接続方法は，Oracle9i の場合と同じで
す。「(1) Oracle9i の場合の前提条件」を参照してください。
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9.6 OpenTP1 との接続（SSP または TP1/
Message Queue）
Cosminexus では，OpenTP1 SPP または TP1/Message Queue と接続できます。
OpenTP1 との接続には，次のリソースアダプタを使用します。
• OpenTP1 SPP との接続の場合，uCosminexus TP1 Connector を使用します。
• TP1/Message Queue との接続の場合，TP1/Message Queue - Access を使用します。
ここでは，OpenTP1 との接続について説明します。

9.6.1

uCosminexus TP1 Connector による接続

J2EE サーバと OpenTP1 SPP の接続には，リソースアダプタとして uCosminexus TP1
Connector と TP1/Client/J を組み合わせて利用します。
OpenTP1 との連携について次の図に示します。
図 9-12

uCosminexus TP1 Connector を利用した OpenTP1 との連携

uCosminexus TP1 Connector は，TP1/Client/J の RPC を使用して OpenTP1 と接続し，
OpenTP1 の SPP にアクセスします。これによって，J2EE サーバでは，OpenTP1 の
SPP と連携することができます。

！

注意事項
リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへのリ
ファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションをカスタマイズするときに，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへの
リファレンスを解決しておいてください。

uCosminexus TP1 Connector の設定項目の詳細については，uCosminexus TP1
Connector のドキュメントを参照してください。TP1/Client/J の設定項目の詳細につい
ては，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引
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ください。
また，サーバ管理コマンドを使用したリソースアダプタの設定方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダプタの設定の説明，およびマ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」のそのほかのリソースと接
続するための設定の説明を参照してください。

9.6.2

TP1/Message Queue - Access による接続

Cosminexus と TP1/Message Queue の接続には，リソースアダプタとして TP1/
Message Queue - Access を利用します。
TP1/Message Queue - Access を利用した TP1/Message Queue との連携について次の図
に示します。
図 9-13

TP1/Message Queue - Access を利用した TP1/Message Queue との連携

TP1/Message Queue - Access では，JMS インタフェースを提供しています。この JMS
インタフェースを利用して，J2EE サーバは TP1/Message Queue と接続します。

！

注意事項
リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへのリ
ファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションをカスタマイズするときに，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへの
リファレンスを解決しておいてください。

TP1/Message Queue - Access の設定項目の詳細については，マニュアル「OpenTP1
Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用の手
引」を参照してください。
また，サーバ管理コマンドを使用したリソースアダプタの設定方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダプタの設定の説明，およびマ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」のそのほかのリソースと接
続するための設定の説明を参照してください。
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9.7 SMTP サーバとの接続
J2EE アプリケーションは，JavaMail を使用して，SMTP サーバにメールを送信できま
す。なお，POP/IMAP によるメール受信はできません。
SMTP サーバとの接続の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」のリソースの設定の概要，および「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイ
ド」のメールコンフィグレーションの設定の説明を参照してください。

588

9.

リソース接続とトランザクション管理

9.8 JavaBeans リソースの利用
JavaBeans リソースでは，J2EE アプリケーションを稼働させるための設定値などを一
括して保持，管理できます。J2EE アプリケーションから JNDI を使用して JavaBeans
リソースをルックアップすることで，設定値を取得できます。
ここでは，JavaBeans リソースの開始処理の流れ，および JavaBeans リソースの実装
について説明します。

9.8.1

JavaBeans リソースの開始処理の流れ

J2EE サーバで，複数の JavaBeans リソースを開始状態にできます。サーバ管理コマン
ドを使用した場合の，JavaBeans リソースの開始処理の流れを次の図に示します。
図 9-14

JavaBeans リソースの開始処理の流れ

1. JavaBeans リソースをインポートして，開始する。
サーバ管理コマンドを使用して，J2EE サーバに JavaBeans リソースをインポートし
て開始します。
2. ネーミングサービスに JavaBeans リソースのリファレンスを登録する。
JavaBeans リソースの開始時に，ネーミングサービスの J2EE リソース用の名前空間
に JavaBeans リソースのリファレンスを登録します。
3. J2EE アプリケーションからネーミングサービスにルックアップする。
JavaBeans リソースを利用する J2EE アプリケーションから，ネーミングサービスに
ルックアップを行います。ルックアップ処理の延長で JavaBeans リソースの set メ
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ソッドが呼ばれて，JavaBeans リソース属性ファイルに指定したプロパティ値が設定
されます。
4. 取得したリファレンスを使用して，JavaBeans リソースの get メソッドの呼び出しを
行います。
ルックアップして取得したリファレンスを使用して，JavaBeans リソースの get メ
ソッドの呼び出しを行い，set メソッドで設定した値を get メソッドで取得します。
JavaBeans リソースの実装クラスは，単独のクラスで構成される場合はクラスファイル
の形式で，JavaBeans リソースのクラスと関連クラスのように複数のクラスで構成され
る場合は JAR ファイルの形式で利用できます。
JavaBeans リソースの設定方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築

ガイド」および「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」の JavaBeans リ
ソースの設定の説明を参照してください。

9.8.2

JavaBeans リソースの実装

JavaBeans リソースの実装手順を，例を用いて説明します。

（1） インポート時の設定
サーバ管理コマンド（cjimportjb コマンド）で JavaBeans リソースをインポートすると
きに必要な設定と注意事項を示します。
（a） JavaBeans リソース属性ファイルの設定
JavaBeans リソース属性ファイルは，次に示す点に留意して作成してください。
• <res-type> タグおよび <class-name> タグには，JavaBeans リソースのクラス名，実
装クラス名を指定します。<res-type> タグおよび <class-name> タグで同じ値を設定
する場合は <res-type> タグは省略できます。
• <property-name> タグには，set メソッドおよび get メソッドのメソッド名称を指定
します。
• <property-type> タグには，set メソッドの引数の型を指定します。
<property-type> タグの値と実際の該当 set メソッドの引数型と合わない場合は
lookup 時にエラーになります。
• <property-value> タグには，set メソッドの引数に渡す値を指定します。
JavaBeans リソース属性ファイルの設定例を示します。
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<!DOCTYPE hitachi-javabeans-resource-property PUBLIC '-//Hitachi, Ltd.//
DTD JavaBeans Resource Property 7.0//EN'
'http://localhost/hitachi-javabeans-resource-property_7_0.dtd'>
<hitachi-javabeans-resource-property>
<description></description>
<display-name>JavaBean_resource</display-name>
<class-name>com.mycompany.mypackage.MyJavaBean</class-name>
<runtime>
<property>
<property-name>UserName</property-name>
<property-type>java.lang.String</property-type>
<property-value>Hitachi</property-value>
</property>
<property>
<property-name>UserID</property-name>
<property-type>java.lang.String</property-type>
<property-value>01234567</property-value>
</property>
</runtime>
</hitachi-javabeans-resource-property>

JavaBeans リソース属性ファイルのテンプレートファイル（jb_template.xml）は，次の
ディレクトリに格納されています。
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥templates
（b） -d オプションの使い方
インポート時に -d オプションを使用することで，アーカイブを作成しないで，ディレク
トリ構成のままインポートできます。-d で指定するディレクトリは，インポートする
ディレクトリの最上位を指定します。
インポートするときの -d オプションの指定例を次に示します。この指定例では，パッ
ケージ名が com.mycompany.mypackage の MyJavaBean クラスをインポートします。
-dで指定するディレクトリ¥
└ com¥
└ mycompany
└ mypackage
└ MyJavaBean.class

-d オプションは指定されたディレクトリ下に存在するものをすべてインポートするので，
不要なファイルはディレクトリ内に含めないでください。
複数の JavaBeans リソースをインポートする場合の注意
インポート済みの JavaBeans リソースと同じ実装クラス名の JavaBeans リソース
はインポートできません。先にインポートした JavaBeans リソースを削除してから
インポートするか，実装クラス名を変更し，作成し直してからインポートしてくだ
さい。
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（2） JavaBeans リソースの実装クラスの作成
JavaBeans で管理するデータ（プロパティ）を操作するメソッドを宣言します。データ
を登録する場合，set メソッド（set ＋プロパティ名）を設定します。データを参照する
場合，get メソッド（get ＋プロパティ名）を設定します。
次に，JavaBeans リソースを登録，参照するクラスの実装例を示します。
package com.mycompany.mypackage;
public class MyJavaBean {
private String username;
private String userid;
public void setUserName(String user_name) {
this.username = user_name;
}
public void setUserID(String user_id) {
this.userid = user_id;
}
public String getUserName() {
return this.username;
}
public int getUserID() {
return this.userid;
}
}

（3） アプリケーションの設定
JavaBeans リソースを利用するときに，アプリケーション側で必要な実装および定義に
ついて説明します。
（a） lookup の実装（JavaBeans リソース）
JavaBeans リソースを，ルックアップまたは DI を使用して取得します。ここでは，
"java:comp/env" 形式でルックアップする方法を示します。
Context initCtx = new InitialContext();
MyJavaBean jb = (MyJavaBean) initCtx.lookup("java:comp/env/bean/myJB");

JavaBeans リソースをルックアップできる範囲は，ほかのリソース同様に，同じ J2EE
サーバプロセス内のアプリケーションです。
（b） DD の定義内容（JavaBeans リソース）
ルックアップを使用して JavaBeans リソースを取得する場合，ルックアップする名前や
実装クラス名の情報を DD（ejb-jar.xml または web.xml）に定義します。設定するタグ
を次に示します。
• <resource-env-ref-name> タグに，ルックアップで "java:comp/env" 形式に指定する
値を指定します。
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• <resource-env-ref-type> タグに，JavaBeans リソースの実装クラス名を指定します。
また，作成したアプリケーションを J2EE サーバ上にデプロイするときに，ルックアッ
プでの参照用の名称と実際の名称を linked-to で結び付けます。この操作をするには，
サーバ管理コマンド（cjsetappprop コマンド）を使用します。
• cjgetappprop で該当アプリケーションの属性ファイルを取得します。
• <resource-env-ref> タグに <linked-to> タグを追加して，利用する JavaBeans リソー
スの表示名を指定します。
• cjsetappprop で該当アプリケーションの属性ファイルを設定します。
次に，cjsetappprop で渡す属性ファイルの <resource-env-ref> タグの例を示します。
<resource-env-ref>
<resource-env-ref-name>bean/myJB</resource-env-ref-name>
<resource-env-ref-type>com.mycompany.mypackage.MyJavaBean</
resource-env-ref-type>
<linked-to>JavaBean_resource</linked-to>
</resource-env-ref>

（4） アプリケーションの開始と終了
JavaBeans リソースを利用するアプリケーションの開始，終了は，サーバ管理コマンド
または Management Server で操作します。アプリケーションの開始，終了方法につい
ては，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してくださ
い。
Cosminexus では，JavaBeans リソースのサンプルプログラムを提供します。サンプル
プログラムの概要および実行方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」の JavaBeans リソースのサンプルプログラムについての説明を参照してくださ
い。
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9.9 そのほかのリソースとの接続
ここでは，9.4 から 9.8 までで説明したリソース以外のリソースとの接続について説明し
ます。

9.9.1

そのほかのリソースとの接続に使用するリソースアダ
プタ

Application Server では，Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に準拠したリ
ソースアダプタを使用して，任意のリソースに接続できます。
Connector 1.5 仕様では，J2EE サーバとリソースアダプタ間の通信モデルとして，次の
2 種類のモデルが決められています。Application Server では，これらの通信モデルに対
応したリソースアダプタを使用できます。
• Outbound
J2EE サーバからリソースアダプタにアクセスする通信モデルです。
• Inbound
リソースアダプタから J2EE サーバにアクセスする通信モデルです。
Application Server では，Connector 1.5 仕様の次の規約に対応しています。
● Lifecycle Management
リソースアダプタの開始処理または終了処理を管理するための規約です。
● Work Management
リソースアダプタがスレッドを扱うための規約です。
● メッセージインフロー
EIS からのメッセージを受信して，リソースアダプタから Message-driven Bean を使
用するための規約です。
これらの規約に基づいた Application Server の機能については，
「9.13.1 リソースアダ
プタのライフサイクル管理」，
「9.13.2 リソースアダプタのワーク管理」および「9.13.3
メッセージインフロー」を参照してください。
また，既存の次の規約に対して Connector1.5 仕様で追加された機能についても，
Application Server で対応しています。
● Connection Management
不正コネクションを検知できます。
不正コネクションを検知する機能については，
「9.11.1 コネクションの障害検知」を
参照してください。
● Common Client Interface
メッセージインフローに関連した API を使用できます。この API に対して
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Application Server で独自に規定した仕様については，「9.13.6 Application Server
独自の Connector 1.5 API 仕様」を参照してください。

9.9.2 そのほかのリソースとの接続で使用できる機能
Connector 1.5 で規定された機能のうち，Application Server で使用できる機能について
説明します。使用できる機能は，Outbound の場合と Inbound の場合で異なります。な
お，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで使用できる Application Server の
機能については，
「9.2.4 リソースアダプタの機能」を参照してください。

（1） Outbound で使用できる機能
Outbound では，次の機能が使用できます。
• ローカルトランザクションおよびグローバルトランザクションによるトランザクショ
ン管理
• メッセージキューの使用

（2） Inbound で使用できる機能
Inbound では，Non-Transacted Delivery（Message-driven Bean の呼び出しがトランザ
クションに参加しないメッセージ配信）を使用できます。
次のメッセージ配信には対応していません。
対応していないメッセージ配信
• Transacted Delivery（Message-driven Bean の呼び出しがグローバルトランザクショ
ンに参加するメッセージ配信）
• Transaction Inflow（Message-driven Bean の呼び出しが EIS のトランザクションに
参加するメッセージ配信）

（3） リソースアダプタの利用方法とトランザクションレベルの対応
リソースアダプタを Outbound または Inbound で使用する場合に指定できるトランザク
ションレベルを次の表に示します。

595

9. リソース接続とトランザクション管理

表 9-31

Outbound または Inbound で使用する場合に指定できるトランザクションレベ
ル

利用する通信
モデル

Outbound

Inbound

トランザクショ
ンの管理方法

トランザク
ション属性

トランザクションサポートレベル
NoTransaction

LocalTransactio
n

XATransaction
※1

CMT

Required
RequiresNe
w
Supports
NotSupport
ed
Mandatory
Never

○

○

○

BMT

−

○

○

○

CMT

Required

−

−

×※ 2

○※３

○※３

○※３

○

○

○

NotSupport
ed
BMT ※ 3

−

（凡例）
○：使用できる

×：使用できない

−：該当しない，または仕様上設定できない
注※ 1
リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含める場合は，XATransaction は使用できませ
ん。
注※ 2
Message-driven Bean の開始に失敗します。KDJE43052-E メッセージが出力されます。
注※ 3
Message-driven Bean へのメッセージ配信がトランザクションに参加しないため，リソースア
ダプタのトランザクション属性は無視されます。
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9.10 パフォーマンスチューニングのための機
能
この節では，パフォーマンスチューニングのための機能として，次の機能を紹介してい
ます。
• コネクションプーリング
• コネクションシェアリング・アソシエーション
• ステートメントプーリング
• ライトトランザクション
• インプロセストランザクションサービス
• DataSource オブジェクトのキャッシング
• DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化
• 受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する場合）
これらの機能について，以降の項で説明します。

9.10.1

コネクションプーリング

サーブレット，JSP，EJB などの J2EE コンポーネントからのリソースアクセス量に応
じて，リソースコネクション（JDBC コネクション，およびリソースアダプタのコネク
ション）をプーリングする機能です。コネクションをプーリングすることによって，
ユーザアプリケーションからのリソース接続要求を高速に処理します。

（1） 前提条件
コネクションプーリング機能は，リソースの種類，接続方法の組み合わせによって，使
用できる場合とできない場合があります。コネクションプーリング機能の使用について
次の表に示します。
表 9-32

コネクションプーリング機能の利用可否

リソースの種類

接続方法

利用可否

データベース

DB Connector

○

データベース上のキュー

DB Connector for Cosminexus RM と
Cosminexus RM

○

OpenTP1

uCosminexus TP1 Connector

○

TP1/Message Queue - Access

○

メールコンフィグレーション

×

SMTP サーバ
JavaBeans リソース
そのほかのリソース

−
Connector 1.0 仕様または Connector 1.5
仕様に準拠したリソースアダプタ

×
○
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（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

−：該当しない

（2） コネクションプールのウォーミングアップ
コネクションプールのウォーミングアップとは，サーバ起動時またはリソースアダプタ
のスタート時に実行されるリソースのスタート処理で，あらかじめ，コネクションを，
コネクションプールの設定で定義した最小値までプーリングする機能です。これによっ
て，コネクションプールの使用を開始した直後の，コネクション要求のレスポンスを向
上できます。
コネクションプールのウォーミングアップは，リソースアダプタの属性（プロパティ）
として設定します。リソースアダプタのプロパティ定義で設定できることについては，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（3） コネクションプールの生成および初期化
コネクションプールが生成・初期化されるタイミングは，リソースのスタート処理時で
す。コネクションプールのウォーミングアップ機能を有効にした場合，この時点でコネ
クションを生成します。コネクションプールのウォーミングアップ機能を無効にした場
合，リソースのスタート時にコネクションは生成されず，最初のコネクション取得要求
の発生時にコネクションを生成します。
コネクションプールの生成単位は次のとおりです。
• Connector 1.0 仕様に対応したリソースアダプタを使用する場合，リソース単位に一つ
のコネクションプールが生成されます。
• Connector 1.5 仕様に対応したリソースアダプタを使用する場合，コネクション定義ご
とに一つのコネクションプールが生成されます。

（4） コネクションプールの終了処理
リソースのアンデプロイ時や J2EE サーバの終了時は，コネクションプール内のすべて
のコネクションを削除し，コネクションプール自体も削除します。なお，コネクション
プールの終了処理では，コネクションに関するトランザクションなどがすべて決着済み
のものとして処理します。

（5） 例外が発生したコネクションの破棄
データベース障害などが発生すると，コネクションプールに格納しているコネクション
は使えなくなるため，コネクションプールから速やかに破棄する必要があります。
Application Server は，コネクション，または Statement のようなコネクションからの
生成物に対する処理で例外が発生すると，コネクションクローズ時に該当コネクション
をコネクションプールから破棄します。ただし，ローカルトランザクションの決着処理
が正常終了した場合には，コネクションが正常であると判断するため破棄しません。
コネクションが正常に維持している状態で，コネクションやコネクションからの生成物
で例外が発生すると，グローバルトランザクションを使用している場合には，トランザ
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クションの決着処理が正常終了しても Application Server はコネクションをコネクショ
ンプールに戻さないで破棄します。そのため余分なコネクション生成が発生して性能に
影響を与えることがあります。

（6） コネクションプール利用上の注意事項
コネクションプールを利用する場合の注意事項について説明します。
● データベースサーバ側から強制的に切断する機能（タイムアウトなど）を利用しない
でください。
● コネクションプールで管理するコネクションは，取得時に使用した認証情報（ユーザ
名，パスワードなど）を保持するため，サインオンの形態によっては注意が必要です。
コンテナ管理でのサインオンの場合
一つのコネクションプールに対して，コネクション取得要求時に使用する認証情
報は常に一つとなるため，特に注意は必要ありません。
コンポーネント管理でのサインオンの場合
複数のユーザ名とパスワードの組み合わせを利用する場合に注意が必要です。コ
ネクションプールはリソースごとに一つであるため，一つのリソースに対して複
数のユーザが利用する場合，複数のユーザで一つのコネクションプールを共有す
ることになります。この場合，一人のユーザが，コネクションプールの最大値に
設定した数までコネクションを利用できないことがあります。
また，コネクションプール内の未使用コネクションの中に，認証情報が一致する
コネクションがない場合，プール内のコネクション総数によって，次のように動
作します。
コネクション総数が，指定したコネクションプールの最大値に達している場合，
未使用状態のコネクションを破棄して，新規にコネクションを生成します。
コネクション総数が，指定したコネクションプールの最大値に達していない場合，
新規にコネクションを生成します。

（7） コネクション数調節機能
コネクション数調節機能とは，コネクションプール内の不要なコネクションを指定した
コネクションプールの最小値から最大値の範囲で段階的に減少させる機能です。この機
能を有効にすると，実際の稼働実績に適した数までプール内のコネクション数を徐々に
減らせるため，指定したコネクションプールの最小値を超えた場合のコネクション生成
コストの削減やリソース資源の節約ができます。
また，コネクション数の調節時のコネクション削除処理に対して，応答時間にタイムア
ウトを設定できます。サーバ障害やネットワーク障害が発生してリソースからの応答が
返らない場合，コネクション削除処理に対しても応答が返らなくなることがあります。
このように，リソースから応答が返らない場合でも，タイムアウトを設定することでコ
ネクション削除処理を終了し，処理を継続できます。
コネクション数調節機能の動作
コネクション数調節機能を使用すると，プール内のコネクション数は，前回コネク
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ション数を調節したときから今回コネクション数を調節するまでの間に同時に使用
されたコネクションの最大数で調節されます。コネクション数の調節時に，プール
内コネクション数が同時に使用されたコネクションの最大数より多い場合は，コネ
クションの削除処理が動作します。例えば，現在，プール内にあるコネクション数
が 8 の場合で，前回のコネクション数調整から今回のコネクション数調節までの間
に同時に使用されたコネクションの最大数が 5 のときは，プール内のコネクション
数が 3 多いため，コネクションプールから 3 コネクションが削除され，調節後のコ
ネクション数は 5 となります。
なお，コネクション数調節機能は一定間隔で動作します。
コネクション数調節機能の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構
築ガイド」のリソースアダプタのプロパティ定義に関する説明を参照してください。
コネクション削除処理のタイムアウト
コネクション数調節機能のコネクション削除処理に対して，その応答時間にタイム
アウトを設定できます。なお，コネクション削除処理のタイムアウト時間は 5 秒
（固定）です。
ただし，コネクションプールの最大数が無制限の場合，コネクション削除処理のタ
イムアウトは無効になります。
また，コネクション削除処理のタイムアウトにはコネクション管理スレッドを使用
するため，コネクション削除処理のタイムアウトを設定すると，設定しない場合に
比べて多くのメモリを消費します。設定する場合は，必要なメモリ使用量を適切に
見積もってください。
コネクション管理スレッドについては，
「9.11.1 コネクションの障害検知」を参照
してください。

9.10.2

コネクションシェアリング・アソシエーション

コネクションシェアリングとコネクションアソシエーションは，コネクション共有機能
です。コネクション共有機能を利用することで，リソースを効率的に使用し，パフォー
マンスを向上できます。必要に応じて，コネクションアソシエーション機能を有効にし
てください。
ローカルトランザクションでトランザクション管理を行っている場合，一つのリソース
コネクションだけでデータベースなどのリソースにアクセスする必要があります。コネ
クション共有機能を使用するとユーザアプリケーションで意識することなく，一つのリ
ソースコネクションだけでリソースアクセスができます。
グローバルトランザクションの場合も同様に，一つのリソースコネクションしかトラン
ザクションに参加しない場合は，1 フェーズコミットに最適化されるため，トランザク
ションの決着コストを下げることができます。

（1） 物理コネクションと論理コネクション
物理コネクションとは，接続先リソースのコネクションを指します。通常，サーブレッ
トや Enterprise Bean などの J2EE コンポーネントが直接操作することはなく，コンテ
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ナが操作します。例えば，リソースアダプタの場合は ManagedConnection
（javax.resource.spi.ManagedConnection）です。
論理コネクションとは，サーブレットや Enterprise Bean などの J2EE コンポーネント
が直接操作するコネクションを指します。例えば，リソースアダプタの場合は
javax.resource.cci.Connection やリソースアダプタが独自に提供するコネクションです。
物理コネクションと論理コネクションの関係は，一般的に，物理コネクションから論理
コネクションを生成するという関係になります。物理コネクションはコネクションプー
ルで管理され，コネクションプールが物理コネクションの取得およびクローズを行いま
す。
サーブレットや Enterprise Bean などの J2EE コンポーネントからのコネクション取得
要求に対しては，コネクションプールが物理コネクションから論理コネクションを生成
して返却します。コネクション解放要求に対しては，論理コネクションだけをクローズ
し，物理コネクションはクローズしないでプール管理します。

（2） コネクションシェアリング
コネクションアソシエーション機能が有効でない場合，Application Server が管理する
トランザクション内でコネクションシェアリングが行われます。トランザクション内コ
ネクションシェアリングは，リソースコネクションを最も効率的に使用します。トラン
ザクション内のコネクションシェアリングについて次の図に示します。
図 9-15

論理コネクションと物理コネクションの関係（トランザクション内コネクショ
ンシェアリング）

コネクションアソシエーション機能が有効な場合，および Application Server が管理す
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るトランザクションの外でのコネクションシェアリングは，サーブレットや Enterprise
Bean などの J2EE コンポーネントインスタンス内でコネクションシェアリングが行われ
ます。コンポーネント内のコネクションシェアリングについて，次の図に示します。
図 9-16

論理コネクションと物理コネクションの関係（コンポーネント内コネクション
シェアリング）

（a） コネクションシェアリングの条件
コネクションシェアリングをするためには，次の条件をすべて満たす必要があります。
• 同一の J2EE サーバ内であること
• 同一のリソースであること
• サインオンの方法とセキュリティ情報（ユーザ名とパスワード）が同じであること
• 標準 DD の <res-sharing-scope> に Shareable が指定されていること
• 同一の Application Server が管理するトランザクション内であること※
注※
Application Server が管理するトランザクションの外でもコネクションシェアリ
ングを行うことができます。
Application Server が管理するトランザクションの外でコネクションシェアリン
グを有効にする場合は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定しま
す。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

なお，リソースアダプタのトランザクションサポートレベルに NoTransaction を
指定した場合は，コネクションシェアリングは行われません。
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（b） コネクションシェアリングの定義
コネクションを共有するかどうかは，サーブレットや Enterprise Bean の標準 DD の
<res-sharing-scope> タグで指定します。リソース参照ごとに指定できます。コネクショ
ンの共有はデフォルトで有効になっています。無効にする場合は，<res-sharing-scope>
に Unshareable を指定します。
コネクションシェアリングの設定は，J2EE アプリケーションに含まれる Session
Bean.，Entity Bean，Message-driven Bean または WAR の属性（プロパティ）として
設定します。J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus

シ

ステム構築ガイド」を参照してください。
（c） 注意事項
java.sql.Connection を，複数のトランザクション間で再利用することはできません。
java.sql.Connection をトランザクション内で利用する場合には，トランザクションごと
に，javax.sql.DataSource から getConnection() メソッドを使用してコネクションを取得
してください。
なお，java.sql.Connection は，トランザクション内とトランザクション外との間でも再
利用することはできません。

（3） コネクションアソシエーション
トランザクション範囲を超えた永続性を持つコネクションを使用する場合，トランザク
ション内コネクションシェアリングを使用できません。その場合は，コネクションアソ
シエーション機能を有効にしてください。
コネクションアソシエーションは，論理コネクションと物理コネクションの関係を切り
替えて，一つのリソースコネクションによるリソースアクセスを実現します。
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図 9-17

図 9-18

論理コネクションと物理コネクションの関係（コネクションアソシエーション）

論理コネクションと物理コネクションの関係（コネクションアソシエーション
とコネクションシェアリングの併用時）

（a） コネクションアソシエーションの条件
コネクションアソシエーションをするためには，次の条件のすべてを満たす必要があり
ます。
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• コネクションアソシエーション機能が有効であること
• 同一の J2EE サーバ内であること
• 同一のリソースであること
• サインオンの方法とセキュリティ情報（ユーザ名とパスワード）が同じであること
• 標準 DD の <res-sharing-scope> に Shareable が指定されていること※
• 同一の Application Server が管理するトランザクション内であること
注※
usrconf.properties の
ejbserver.connectionpool.association.enabledDespiteUnshareableSetting キー
に「true」を設定すると標準 DD の <res-sharing-scope> に Unshareable が指定
されていてもコネクションアソシエーションを行います。
このプロパティは下位互換性のためだけに提供されています。
（b） コネクションアソシエーションの定義
コネクションアソシエーションはデフォルトで無効になっています。
コネクションアソシエーションを有効にするための設定は，J2EE サーバのプロパティを
カスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
また，コネクションを共有するかどうかは，サーブレットや Enterprise Bean の標準
DD の <res-sharing-scope> タグで指定します。リソース参照ごとに指定できます。コネ
クションの共有はデフォルトで有効になっています。無効にする場合は，
<res-sharing-scope> に Unshareable を指定します。
コネクションシェアリングの設定は，J2EE アプリケーションに含まれる Session
Bean.，Entity Bean，Message-driven Bean または WAR の属性（プロパティ）として
設定します。J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus

シ

ステム構築ガイド」を参照してください。
（c） 注意事項
java.sql.Connection からの生成物（例：java.sql.Statement）をトランザクションの範
囲を超えて使用することはできません。

9.10.3

ステートメントプーリング

DB Connector を使用した場合，JDBC の API である java.sql.PreparedStatement と
java.sql.CallableStatement の再利用を行うプーリング機能を使用できます。ステートメ
ントプーリング機能によって，PreparedStatement と CallableStatement を使用した場
合のパフォーマンス向上が図れます。なお，PreparedStatement と CallableStatement
のプールサイズは，DB Connector の設定で指定します。ステートメントプーリングを使
用する際のプールサイズ設定の指針については，マニュアル「Cosminexus システム設
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計ガイド」を参照してください。また，DB Connector のプロパティ定義については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
ステートメントプーリング機能を利用するには，コネクションプーリング機能を使用す
る必要があります。また，トランザクションサポートレベルにグローバルトランザク
ションを指定した場合，HiRDB のバージョンによっては利用できないことがあります。

！

注意事項
HiRDB Type4 JDBC Driver または Cosminexus DABroker Library を使用する場合，
PreparedStatement，CallableStatement のプールサイズに制限があります。指定できる
プールサイズについては，
「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

（1） 前提条件
トランザクションサポートレベル，コネクションプーリング使用の有無，使用するデー
タベースの種類との対応による，ステートメントプーリング利用について次の表に示し
ます。
表 9-33

ステートメントプーリングの利用

トランザクションサポート
レベル

コネクションプーリングを使用する

HiRDB

コネクション
プーリングを使
用しない

Oracle

SQL
Server

XDM/RD E2

HiRDB ／ Oracle
／
SQL Server

※1

トランザクションなし
（NoTransaction）

○

○

○

○

×

ローカルトランザクション
（LocalTransaction）

○

○

○

○

×

グローバルトランザクショ
ン（XATransaction）

○※ 2

○

×

×

×

（凡例） ○：利用できる

×：利用できない

注※ 1
ステートメントプーリング機能を使用した状態で，定義 SQL を実行しないでください。定義
SQL を実行する場合，ステートメントプーリング機能は使用できません。また，定義 SQL を
実行する場合は，HiRDB のクライアント環境変数として「PDDDLDEAPRP=YES」を設定す
る必要があります。
注※ 2
JDBC の DatabaseMetaData#supportsStatementPooling() の戻り値が true の場合に，利用で
きます。

なお，XDM/RD E2 を使用する場合は，XDM/RD E2 11-02 以降のバージョンと
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Cosminexus DABroker Library 03-13 以降，または XDM/RD E2 11-03 以降のバージョ
ンと HiRDB Type4 JDBC Driver 08-02 以降を使用する場合にだけステートメントプー
リング機能を使用できます。XDM/RD E2 と接続する場合の設定については，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダプタのプロパティ定義に関する
説明を参照してください。

9.10.4

ライトトランザクション

ライトトランザクションとは，ローカルトランザクションに最適化された環境を提供す
る機能です。これによって，良好なローカルトランザクション処理性能を得られます。
ライトトランザクションは，ローカルトランザクションだけを使用する場合に適用でき
ます。ライトトランザクション機能を有効にした場合，呼び出し先が BMT のときだけ，
トランザクション中の EJB リモート呼び出しができます。
ライトトランザクション機能は，デフォルトでは有効となっています。ライトトランザ
クション機能を有効にした状態で，グローバルトランザクションを使用するとエラーに
なります。このため，グローバルトランザクションを使用する場合には，ライトトラン
ザクション機能を無効にする必要があります。
ライトトランザクション機能を有効にするための設定は，J2EE サーバのプロパティをカ
スタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

9.10.5

インプロセストランザクションサービス

Application Server では，トランザクションサービスを J2EE サーバのインプロセスで
起動できます。インプロセスでトランザクションサービスを起動すると，トランザク
ション処理を J2EE サーバのプロセス内で実行するように最適化されるので，パフォー
マンスの高いシステムを実現できます。
インプロセストランザクションサービスは，CORBA で規定された OTS1.3 の仕様をサ
ポートしています。

9.10.6

DataSource オブジェクトのキャッシング

J2EE アプリケーションからデータベースにアクセスする場合，JNDI インタフェースを
使用して javax.sql.DataSource 型のオブジェクト（以降，DataSource オブジェクト）
の検索を要求します。J2EE サーバのデフォルトの動作では，該当する DataSource が登
録されている場合に，DataSource オブジェクトのインスタンスを生成してアプリケー
ションに返します。
このとき，DataSource オブジェクトのキャッシングを使用すると，J2EE サーバは，登
録されている DataSource オブジェクトのインスタンスをキャッシングして，検索の要
求に対して同じインスタンスを返します。DataSource オブジェクトのキャッシングを使
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用すると，DataSource オブジェクトの検索時間が短くなります。
DataSource オブジェクトのキャッシングをするための設定は，J2EE サーバのプロパ
ティをカスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについて
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（1） 前提条件
DataSource オブジェクトのキャッシング機能は，Enterprise Bean のビジネスメソッ
ド，およびサーブレット /JSP のサービスメソッド内で DataSource をルックアップし，
該当するインスタンスをメンバ変数などに保持しない場合に有効です。
ビジネスメソッドやサービスメソッド内でルックアップした DataSource オブジェクト
をメンバ変数に保持し，ほかのメソッドでも利用する場合は有効ではありません。また，
Enterprise Bean の ejbCreate メソッドやサーブレット /JSP の init メソッドなどの初期
化メソッド内でルックアップした DataSource オブジェクトをメンバ変数に保持し，ビ
ジネスメソッドやサービスメソッドで使用する場合も有効ではありません。

（2） 注意事項
DataSource オブジェクトのキャッシング機能を使用する場合に，次に示すようなリソー
スアダプタを使用すると，動作時に属性ファイルの <resource-ref> の定義が有効になら
ないことがあります。
• 同一 J2EE コンポーネントから同一リソースに対して複数の <resource-ref> タグを定
義し，それぞれの <resource-ref> タグにある <res-sharing-scope> タグや <res-auth>
タグに異なる値を指定した，リソースアダプタを使用する。
同一 J2EE コンポーネントで複数の <resource-ref> タグを定義する場合は，別のリソー
ス（デプロイ単位が別になるリソースアダプタ）を使用するようにしてください。

9.10.7

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適
化

DB Connector では，コンテナ管理のサインオンとコンポーネント管理のサインオンをサ
ポートしています。
それぞれの方法の特徴を次に示します。
コンテナ管理でのサインオンの場合
コンテナ管理のサインオンを使用する場合，DB Connector で設定するユーザ名とパ
スワードを使用して，データベースにアクセスします。
コンポーネント管理でのサインオンの場合
コンポーネント管理でのサインオンを使用する場合，コネクションファクトリの
getConnection メソッドに渡されたユーザ名とパスワードを使用してデータベース
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にアクセスします。
なお，DBConnector_DABJ_XA.rar を使用する場合（グローバルトランザクション
を使用する場合），XAOpen 文字列に指定されたユーザ名とパスワードだけが有効と
なります。このため，getConnection メソッドでユーザ名とパスワードを指定して
利用する，コンポーネント管理でのサインオンはできません。
コンテナ管理のサインオンをするときに，サインオンの最適化機能を使用すると，コン
テナ管理でのサインオン動作が最適化され，データベースとのコネクション取得のパ
フォーマンスが向上します。
DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化をするための設定は，J2EE サー
バのプロパティをカスタマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ
については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

！

注意事項
• コンテナ管理でのサインオンの最適化は，コンポーネント管理のサインオンをしない場合
に使用してください。コンテナ管理でのサインオンの最適化をすると，コンポーネント管
理でのサインオンは利用できなくなります。
• コネクションプールのクラスタ化機能を利用する場合，一つのクラスタコネクションプー
ル内で，コンテナ管理でのサインオンとコンポーネント管理でのサインオンを混在して使
用できません。

9.10.8

受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker
Library を使用する場合）

Cosminexus DABroker Library を使用する場合，実行した SQL に対して返却される実
行結果を格納する領域をプールして再利用できます。この領域を受信バッファといいま
す。また，受信バッファをプールするための領域を受信バッファプールといいます。受
信バッファをプールすることによって，SQL 実行時に受信バッファが頻繁に作成，破棄
されることで発生する負荷を削減できます。
また，プールする受信バッファの数を指定できるため，ステートメントプーリング使用
時のメモリ占有量を抑制できます。
ここでは，受信バッファの管理と，受信バッファプール数の指定について説明します。

（1） 受信バッファの管理
受信バッファの管理では，プールする受信バッファ数を指定する場合と指定しない場合
とで，受信バッファの再利用のしかたが異なります。ここでは，プールする受信バッ
ファ数を指定しない，デフォルトの場合について説明します。受信バッファ数を指定す
る場合については，
「(2) 受信バッファプール数の指定」を参照してください。
受信バッファは，Statement ごとに受信バッファプールに生成されます。生成された受
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信バッファはセクション ID で管理され，同一の Statement で再利用されます。なお，
ここでは，Statement，PreparedStatement，および CallableStatement を Statement
と総称します。
受信バッファプールの管理の概要を次の図に示します。
図 9-19

受信バッファプールの管理の概要（受信バッファプール数を指定しない場合）

受信バッファが生成されるタイミング
Statement の受信バッファはデータベースとの接続時に一つ生成され，そのセク
ション ID は「1」になります。これ以降は SQL 実行時に受信バッファが生成され
ます。受信バッファが生成されると，受信バッファプールに登録されます。
受信バッファの保持期間
受信バッファプールに登録された受信バッファは，コネクションがクローズされる
まで保持されます。ステートメントをクローズしても，受信バッファは破棄されま
せん。
プールする受信バッファの数
プールできる受信バッファの数は，最大 1,024 個です。
SQL を実行するメソッド
次のメソッドを実行すると SQL が実行され，受信バッファが生成されます。
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SQL を実行するメソッド

クラス
Connection

メソッド
prepareCall(String sql)
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)
prepareStatement(String sql)
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)

DatabaseMetaData

getProcedures(String catalog, String schemaPattern, String
procedureNamePattern)
getProcedureColumns(String catalog, String schemaPattern, String
procedureNamePattern, String columnNamePattern)
getTables(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern,
String[] types)
getSchemas()
getTableTypes()
getColumns(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern,
String columnNamePattern)
getColumnPrivileges(String catalog, String schema, String table, String
columnNamePattern)
getTablePrivileges(String catalog, String schemaPattern, String
tableNamePattern)
getPrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)
getIndexInfo(String catalog, String schema, String table, boolean unique,
boolean approximate)

Statement

executeBatch()
execute(String sql)
executeQuery(String sql)
executeUpdate(String sql)

PreparedStatement

execute()
executeQuery()
executeUpdate()

（2） 受信バッファプール数の指定
受信バッファプールに登録してプールする受信バッファの数を指定できます。この数の
ことを受信バッファプール数といいます。受信バッファプール数を指定することによっ
て SQL 実行時の性能を向上でき，メモリ占有量を軽減できます。
受信バッファプール数は，1 〜 1,024 個の範囲で指定できます。受信バッファプール数を
指定すると，同一コネクション内で受信バッファが再利用されます。そのため，セッ
ション ID が異なる Statement でも，同一コネクションであれば受信バッファを再利用
できます。受信バッファが，指定した受信バッファプール数よりも多く必要になった場
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合は，一時的に受信バッファを生成し，Cosminexus DABroker Library から実行結果の
データを受信したあとに破棄します。このような一時的に生成した受信バッファは，受
信バッファプールには登録されません。
受信バッファプール数を指定した場合の，受信バッファプールの管理の概要を次の図に
示します。
図 9-20

受信バッファプールの管理の概要（受信バッファプール数を指定した場合）

受信バッファが生成されるタイミング
受信バッファが生成されるタイミングは，受信バッファプール数を指定しない場合
と同じです。詳細については，
「(1) 受信バッファの管理」を参照してください。
受信バッファを取得または返却するタイミング
受信バッファプールから受信バッファを取得するタイミング，および受信バッファ
を受信バッファプールに返却するタイミングは，SQL を実行するメソッドによって
異なります。
各メソッドの動作は次の三つに分類されます。
表 9-35
動作
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メソッドの動作の分類
説明

1

メソッド実行時に受信バッファを受信バッファプールから取得する。メソッド終了後，受信
バッファを受信バッファプールに戻す。

2

動作 2 に分類されるメソッドのうち，最初に実行するメソッドで受信バッファを受信バッ
ファプールから取得する。メソッドが終了しても，受信バッファは受信バッファプールに戻
さない。

9.

動作
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説明

3

動作 2 に分類されるメソッドで取得した受信バッファを受信バッファプールに戻す。新たな
受信バッファは取得しない。

受信バッファを再利用する際に受信バッファを取得または返却するメソッド，およ
びメソッドの動作を次の表に示します。動作の列の数字は，上記の表と対応してい
ます。
表 9-36

SQL を実行するメソッド，およびメソッドの動作

クラス
Connection

DatabaseMetaData

Statement

メソッド

動作

prepareCall(String sql)

1

prepareCall(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency)

1

prepareStatement(String sql)

1

prepareStatement(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency)

1

getProcedures(String catalog, String schemaPattern, String
procedureNamePattern)

1

getProcedureColumns(String catalog, String schemaPattern,
String procedureNamePattern, String columnNamePattern)

1

getTables(String catalog, String schemaPattern, String
tableNamePattern, String[] types)

1

getSchemas()

1

getTableTypes()

1

getColumns(String catalog, String schemaPattern, String
tableNamePattern, String columnNamePattern)

1

getColumnPrivileges(String catalog, String schema, String table,
String columnNamePattern)

1

getTablePrivileges(String catalog, String schemaPattern, String
tableNamePattern)

1

getPrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)

1

getIndexInfo(String catalog, String schema, String table, boolean
unique, boolean approximate)

1

executeBatch()

1

execute(String sql)

1

executeQuery(String sql)

1

executeUpdate(String sql)

1

close() ※

3
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クラス
PreparedStatement

ResultSet

注※

メソッド

動作

execute()

1

executeQuery()

1

executeUpdate()

1

absolute(int row)

2

afterLast()

2

first()

2

next()

2

close()

3

ResultSet#close() メソッドを実行していない場合だけ使用できます。

（a） 受信バッファプール数の指定方法
受信バッファプール数は，次のどれかの方法で指定します。また，これらを同時に指定
した場合，1，2，3 の優先度順に決定されます。
1. DataSource#setBufferPoolSize() メソッドで指定する。
2. 接続するデータベースの設定で，getConnection メソッドおよび connect メソッドの
引数 Properties info に，キーワード「BUF_POOL_SIZE」を指定する。
3. データベースの各種情報の設定で，引数 URL に「BUF_POOL_SIZE」を指定する。
指定方法の詳細については，「付録 I.4

データベース接続の設定」を参照してください。

（b） 受信バッファプール数の目安
受信バッファプール数は，次の式で求められる数以上の数を目安に設定します。
検索処理に必要な受信バッファ数 + 更新処理に必要な受信バッファ数
検索処理に必要な受信バッファ数
アプリケーションの中で同時に使用する ResultSet の数です。
実行する Statement が 4 個のアプリケーションの場合の，ResultSet の数の例を次
の図に示します。
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アプリケーション中で同時に使用する ResultSet の数

この図の場合，アプリケーションの開始から終了までの間に同時に使用する
ResultSet の数は 3 のため，検索処理に必要な受信バッファ数は 3 となります。
更新処理に必要な受信バッファ数
次のどちらかで求めます。
• 更新処理を単一スレッドで逐次実行する場合は，1
• 更新処理をマルチスレッドで同時実行する場合は，アプリケーションの中で同時
実行する更新 SQL の数
実際に必要な受信バッファ数が，この式を基に設定した受信バッファ数を超えた場合，
受信バッファを新たに生成し，使用後に破棄します。このとき，生成した受信バッファ
は受信バッファプールに登録されません。この場合，オブジェクトの作成，破棄が頻発
するため，性能が劣化することがあります。ただし，設定した受信バッファ数を超えた
分の受信バッファは使用後に破棄するため，式を基に設定した場合よりメモリ占有量は
軽減します。
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9.11 フォールトトレランスのための機能
この節では，フォールトトレランスのための機能として，次の機能を紹介しています。
• コネクションの障害検知
• コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
• コネクションの取得リトライ
• コネクションプールの情報表示
• コネクションプールのクリア
• コネクションの自動クローズ
• コネクションスイーパ
• トランザクションタイムアウト
• トランザクションリカバリ
• 障害調査用 SQL の出力
• オブジェクトの自動クローズ
これらの機能について，以降の項で説明します。

9.11.1 コネクションの障害検知
コネクションプーリングを使用している場合，リソースダウン・ネットワーク障害など
が発生すると，ユーザプログラムのコネクション取得要求に対し，障害が発生したコネ
クションを返すおそれがあります。コネクションの障害検知機能を使用すると，プーリ
ングされているコネクションに障害が発生していないかをチェックし，障害が発生した
コネクションをなるべく返さないようにできます。
コネクション障害検知機能は，コネクション取得リトライ機能と併用できます。この場
合，ユーザプログラムのコネクション取得要求時にコネクション障害を検知すると，新
しいコネクション取得のリトライを実施し※，障害が復旧した時点でコネクションをユー
ザプログラムに返すことができます。
注※
新しいコネクションを作成して返すことは，コネクションの障害検知のタイミング
を「コネクション取得要求時」に設定している場合だけ有効になります。
コネクションの障害検知のタイミングについては，
「(1)

障害検知を実施するタイミ

ング」を参照してください。

（1） 障害検知を実施するタイミング
コネクションの障害を検知するタイミングは，表に示したタイミングのどちらかを選択
できます。
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コネクションの障害検知のタイミング

障害検知のタイミング

内容

コネクション取得要求時

コネクション取得時に，毎回，障害検知を実施します。この場合，コ
ネクション取得要求のレスポンス性能が劣化しますが，障害が発生し
たコネクションを取得する確率は低くなります。コネクション取得要
求の頻度が少ない場合や，障害が発生したコネクションの取得がほと
んど許容されない場合に有用です。

一定間隔

一定時間の間隔で，障害検知を実施します。障害検知の間隔をある程
度長くすることで，障害検知処理による性能劣化を少なくできます。
ただし，障害が発生したコネクションを取得する確率は高くなります。
コネクション取得要求の頻度が多い場合や，障害が発生したコネク
ションの取得がある程度許容される場合に有用です。

なお，デフォルトでは，コネクション取得要求時に障害検知を実施する設定となってい
ます。コネクションの障害検知を実施しない設定もできます。
コネクション障害検知の有効・無効の切り替えや，検知するタイミングの設定は，リ
ソースアダプタのプロパティとして設定します。リソースアダプタの設定については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（2） 障害検知のタイムアウト
コネクション障害検知に対する応答時間にタイムアウトを設定できます。
サーバ障害やネットワーク障害が発生してリソースからの応答が返らない場合，コネク
ション障害検知の実行に対しても応答が返らなくなることがあります。タイムアウトを
設定することで，リソースからの応答が返らない場合も，コネクションのチェックを終
了して，処理を継続できます。なお，障害検知のタイムアウト時間は 5 秒（固定）です。
コネクション障害検知のタイムアウトは，コネクション管理スレッドを使用して動作し
ます。コネクション管理スレッドは，コネクションプールのコネクション数に応じてシ
ステム内で作成されます。コネクション管理スレッドの数と，コネクションプールのコ
ネクション数の最大値の関係を次に示します。
コネクション管理スレッド数 = コネクションプールのコネクション数の最大値× 2
このため，コネクション障害検知にタイムアウトを設定すると，設定しない場合に比べ
て多くのメモリを消費します。必要なメモリ使用量を適切に見積もってください。
また，コネクションプールのコネクション数の最大値の設定が無制限の場合，メッセー
ジが出力されて，コネクション障害検知のタイムアウトが無効になります。
なお，コネクション障害検知のタイムアウトを有効にする場合の注意事項の詳細につい
ては，「(5) 注意事項」を参照してください。
コネクション障害検知のタイムアウトの有効・無効は，リソースアダプタのプロパティ
をカスタマイズして設定します。リソースアダプタのプロパティの設定については，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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（3） チェック時の動作
コネクション障害検知をコネクション取得要求時に実施する場合と，一定間隔で実施す
る場合の動作について説明します。
● コネクション障害検知をコネクション取得要求時に実施する場合
コネクション障害検知をコネクション取得要求時に実施する場合の動作を次に示しま
す。
1. コネクションプールから未使用コネクションが取得されます。
2. コネクションチェックメソッドによって，コネクションに障害が発生していないか
どうかチェックされます。
コネクション障害検知のタイムアウトが無効な場合，このチェックはコネクション
取得要求の延長で実施されます。
コネクション障害検知のタイムアウトが有効な場合，このチェックはコネクション
管理スレッドで実施されます。サーバ障害やネットワーク障害などでチェックメ
ソッドの応答が 5 秒以内に返らないときは，コネクションに障害が発生していると
判断されます。このとき，メッセージが出力されます。
なお，リソースアダプタにコネクションチェックメソッドが実装されていない場
合，コネクションの状態はチェックされません。
3. コネクションに障害が発生している場合，チェックに使用したコネクションが破棄
されて，新たに作成されたコネクションがユーザプログラムに返されます。
コネクションに障害が発生していない場合，チェックに使用したコネクションが
ユーザプログラムに返されます。
● コネクション障害検知を一定間隔で実施する場合
コネクション障害検知を一定間隔で実施する場合の動作を次に示します。
1. コネクションプールから未使用コネクションが一つ取得されて，そのコネクション
が有効であるかどうかがチェックされます。
ただし，未使用コネクションがプーリングされていない場合は，チェックされませ
ん。
2. コネクション障害検知のタイムアウトが無効な場合，コネクションチェックメソッ
ドによって，コネクションに障害が発生していないかどうかのチェックが一定間隔
で実施されます。
コネクション障害検知のタイムアウトが有効な場合，コネクション管理スレッド
で，チェックが一定間隔で実施されます。サーバ障害やネットワーク障害などで
チェックメソッドの応答が 5 秒以内に返らないときは，コネクションに障害が発生
していると判断されます。このとき，メッセージが出力されます。
なお，リソースアダプタにコネクションチェックメソッドが実装されていない場
合，コネクションの状態はチェックされません。
3. コネクションに障害が発生している場合に，コネクション障害検知のタイムアウト
が無効のときは，コネクションチェックに使用されたコネクションが破棄されて，
コネクションプール内の使用中コネクションが再利用不可にマークされます。ま
た，未使用コネクションが破棄されます。
コネクション障害検知のタイムアウトが有効のときは，コネクションチェックに使
用したコネクションが破棄されて，コネクション管理スレッドによってコネクショ
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ンプール内の使用中コネクションが再利用不可にマークされます。また，未使用コ
ネクションが，コネクションプールから取り除かれて，破棄されます。
コネクションに障害が発生していない場合は，コネクションチェックに使用された
コネクションがコネクションプールに返却されます。

（4） 前提条件
コネクションの障害検知機能の利用可否を次の表に示します。
表 9-38

コネクションの障害検知機能の利用可否

リソース

接続方法

利用可否

データベース

DB Connector

○

データベース上のキュー

DB Connector for Cosminexus RM と
Cosminexus RM

○

OpenTP1

uCosminexus TP1 Connector

×※ 1

TP1/Message Queue - Access

×※ 1

メールコンフィグレーション

×

SMTP サーバ
JavaBeans リソース
そのほかのリソース

−
Connector 1.0 仕様または Connector
1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ

×
△※ 2

（凡例）
○：使用できる

×：使用できない

△：条件によって異なる

−該当なし

注※ 1
Application Server が提供するコネクションの障害検知機能は使用できませんが，
uCosminexus TP1 Connector または TP1/Message Queue - Access では，コネクションの障害
検知機能と同様の機能が提供されています。
注※ 2
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用している場合に，リソースアダプタが
ValidatingManagedConnectionFactory インタフェースの getInvalidConnections メソッドを
実装しているときに使用できます。

（5） 注意事項
パラレルサーバ構成のリソースを使用する場合の注意事項と，コネクション障害検知の
タイムアウトを有効にした場合の注意事項について説明します。
（a） パラレルサーバ構成のリソースを使用する場合の注意事項
コネクション障害検知を一定間隔で実施する場合，コネクションプール内のコネクショ
ンをサンプリングチェックするため，一部のサーバに障害が発生しても検知できないこ
とがあります。
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（b） コネクション障害検知のタイムアウトを有効にした場合の注意事項
コネクション障害検知のタイムアウトを有効にした場合の注意事項を次に示します。
• コネクション障害検知にタイムアウトを設定した場合，システム内で，コネクション
プールのコネクション数に応じた障害検知用のスレッドが生成されます。このため，
コネクション障害検知にタイムアウトを設定すると，設定しない場合に比べて多くの
メモリを消費するので注意が必要です。
障害検知用のスレッドは，コネクションプールの最大コネクション数の 2 倍の数だけ
作成されます。必要なメモリ使用量を適切に見積もってください。
• サーバ障害やネットワーク障害などが繰り返し発生する場合にシステムの運用を続け
ると，コネクションチェックメソッドを実行中のコネクション管理スレッドが増え続
け，システム側が用意したすべてのコネクション管理スレッドを使い切るおそれがあ
ります。使用できるコネクション管理スレッドがない場合，メッセージが出力されて，
コネクション取得要求がエラーとなります。
• コネクション障害検知を一定間隔で実施する場合，コネクションプールから取り除い
た未使用コネクションは，コネクションプール内のコネクション数としてカウントさ
れません。そのため，コネクションプール内のコネクションとコネクションプールか
ら取り除いた未使用コネクションの総数が，コネクションプールのコネクション数の
最大値を超える場合があります。

9.11.2 コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
コネクションがコネクションプールに指定した最大コネクション数までプールされてい
て，利用できるコネクションがプール中にない状態を，コネクション枯渇といいます。
コネクション枯渇状態のときには，コネクション取得要求を待ち状態にできます。待ち
状態になっているコネクション取得要求は，コネクションが解放されるとすぐにコネク
ションを取得できます。これによって，コネクション枯渇時に，効率良くコネクション
を取得できます。コネクション枯渇時の取得待ちについて，次の図で説明します。
図 9-22

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち

この図では，コネクションプールの最大数は 2 となっています。このため，四つの
getConnection からコネクション取得要求があっても，二つまでしか処理できません。
最初の二つのコネクションの取得要求については，コネクションプールにコネクション
があるため，コネクションの取得ができます。残りの二つについては，コネクション枯
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渇の状態になるため，コネクション取得待ちのキューに入り，コネクションが解放され
るのを待ちます。
なお，コネクション取得待ちは，コネクションプールを利用している場合に設定できま
す。
コネクション取得待ちをする場合には，リソースアダプタのプロパティとして，次の二
つの内容を設定する必要があります。
• コネクション枯渇時にコネクションの取得待ちをするかどうか
• コネクション取得待ちの最大時間
リソースアダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」
を参照してください。

（1） コネクション枯渇時の動作
コネクション取得待ちを設定している場合，コネクション枯渇時のコネクション取得要
求は待ち状態になります。
また，コネクション取得要求を再開するタイミングは，次のどちらかになります。
• コネクションが解放されて，未使用コネクションができたとき
• コネクションが破棄されて，コネクション数が最大数未満になったとき
なお，コネクション取得要求の再開後にエラーが発生した場合，コネクション取得のリ
トライ機能が有効になっているときは，リトライ処理が実施されます。

9.11.3 コネクションの取得リトライ
コネクション取得リトライは，使用できるコネクションがコネクションプールにない場
合や，物理コネクションの確立に失敗した場合に，自動的にコネクションの取得をリト
ライする機能です。コネクション取得リトライ機能を使用することで，コネクション取
得に失敗した場合に，ユーザプログラムでリトライをする必要がなくなります。
コネクション取得をリトライできる条件は次のとおりです。
• コネクションの取得要求時に，コネクションプールに未使用状態のコネクションがな
い場合で，コネクションプールのコネクション総数がプーリングするコネクションの
最大数に達しているとき
• 物理コネクションの確立に失敗した場合
なお，リトライしてもコネクションが取得できない場合は，アプリケーションプログラ
ムに例外が通知され，コネクションの取得は失敗します。
コネクションプールが枯渇したときの動作は，
「9.11.2 コネクション枯渇時のコネク
ション取得待ち」に従います。
コネクション取得リトライを実施する場合には，リソースアダプタのプロパティとして，
次の二つの内容を設定する必要があります。
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• リトライの回数
リトライする回数を設定します。
• リトライまでの間隔
次のリトライまでの間隔を秒単位で設定します。
なお，リトライの回数，およびリトライまでの間隔を大きくすると，コネクション取得
処理が重なった場合に，待ちが発生するおそれがあります。
リソースアダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」
を参照してください。

（1） 前提条件
コネクション取得のリトライ機能を使用するための前提条件を次の表に示します。
表 9-39

コネクション取得のリトライ機能の利用

リソース

接続方法

利用可否

データベース

DB Connector

○

データベース上のキュー

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM

○

OpenTP1

uCosminexus TP1 Connector

○

TP1/Message Queue - Access

○

メールコンフィグレーション

×

SMTP サーバ
JavaBeans リソース
そのほかのリソース

（凡例） ○：使用できる

−

×

Connector 1.0 仕様または
Connector 1.5 仕様に準拠したリ
ソースアダプタ

×：使用できない

○

−：該当なし

9.11.4 コネクションプールの情報表示
コネクションプール内のコネクションの情報は，cjlistpool コマンドを使用して表示でき
ます。cjlistpool コマンドは，コネクションプールのクラスタ化機能を使用した場合のメ
ンバリソースアダプタに対しても実行できます。
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を

参照してください。また，コネクションプールのクラスタ化機能については，「9.12
ネクションプールのクラスタ化」を参照してください。
メンバリソースアダプタのコネクション情報の表示例を次に示します。なお，コネク
ションプールが無効な場合は，コネクション情報は表示されません。
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メンバリソースアダプタのコネクション情報の表示例
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9.11.5 コネクションプールのクリア
データベースサーバのダウンなどによって，コネクションが切断された場合，プールさ
れているコネクションはコネクションプール内に残ってしまいます。これらのコネク
ションは，cjclearpool コマンドによって削除できます。
なお，コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド

編」を参照してください。

9.11.6 コネクションの自動クローズ
ユーザプログラムがオープンしたリソースのコネクションは，ユーザプログラムでク
ローズする必要があります。例外発生などの理由で，ユーザプログラムがコネクション
をクローズすることができない場合，Web コンテナや EJB コンテナが自動的にコネク
ションをクローズする機能があります。
コネクション自動クローズ機能は，機能によって有効と無効を切り替えることができま
す。コネクションの自動クローズの方法と切り替えについて次の表に示します。
表 9-40

コネクション自動クローズの方法と機能の切り替え

自動クローズの方法

有効と無効の切り替え

Web コンテナによるコネクショ
ン自動クローズ

○※ 1 ※ 2

EJB コンテナによるコネクショ
ン自動クローズ

×※ 1

（凡例） ○：切り替えできる

備考
−
常に有効になります。

×：切り替えできない

注※ 1
対象リソースは，リソースアダプタのコネクションとなります。
注※ 2
Web コンテナによるコネクションの自動クローズ機能は，デフォルトでは有効となっています。
無効にする場合は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定します。J2EE サーバの
動作設定のカスタマイズについては，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照

してください。

（1） Web コンテナによるコネクション自動クローズ
サーブレットや JSP のサービスメソッド内で，取得・オープンされた JDBC コネクショ
ンのうち，メソッドの実行完了時にクローズが実行されていないコネクションに対して，
J2EE コンテナ側で自動的にコネクションをクローズします。これによって，オープンさ
れたまま蓄積しているコネクションを，自動でクローズできます。
なお，コネクションの自動クローズ機能は，サーブレット内部の別のメソッド，または
外部のクラスでコネクションを取得・利用した場合にも有効です。
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Web コンテナによるコネクション自動クローズは，サーブレットや JSP の service メ
ソッドが完了したときに実行されます。

（2） EJB コンテナによるコネクション自動クローズ
例外発生などの理由で，EJB 内で取得したリソースのコネクションをユーザがクローズ
できない場合に，EJB コンテナが自動的にコネクションをクローズして解放する機能で
す。
EJB コンテナによるコネクションの自動クローズは，次のタイミングで実施されます。
• EJB が破棄されるとき
• Stateless Session Bean で，ビジネスメソッドがリターンするとき
• Stateful Session Bean がパッシベイトされるとき

（3） コネクション自動クローズが実行されたことを確認する方法
コネクション自動クローズが実行されたことは，メッセージログまたは PRF トレースで
確認できます。
テスト実行時や障害調査時など，性能を考慮しなくてよい場合は，メッセージログに
よって確認することをお勧めします。実運用時に確認したい場合は，PRF トレースに
よって確認することをお勧めします。
（a） メッセージログで確認する方法
ログレベルを「Warning」に設定してください。
コネクション自動クローズが実行された場合は，J2EE サーバのメッセージログに
KDJE31010-W が出力されます。
ログレベルの設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の
J2EE サーバのログ取得の設定の説明を参照してください。
（b） PRF トレースでの確認方法
JCA コンテナの機能レイヤの PRF トレース取得レベルを「詳細」に設定してください。
コネクション自動クローズが実行された場合は，PRF トレースファイルに次のイベント
ID が出力されます。
• 0x8B84
• 0x8B85
PRF トレースの取得レベルの設定方法については，マニュアル「Cosminexus システ
ム構築ガイド」の J2EE サーバのログ取得の設定の説明を参照してください。また，機
能レイヤごとの PRF トレース取得レベルの設定方法については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

コマンド編」の cprflevel コマンドまたは cprfstart コマ
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ンドの説明を参照してください。

（4） 注意事項
Servlet/JSP でユーザが生成したスレッド（ユーザスレッド）で取得したコネクション
は，自動クローズされません。

9.11.7 コネクションスイーパ
コネクションスイーパは，一定間隔でコネクションプールを監視し，一定時間使用して
いない未使用コネクションを破棄する機能です。該当コネクションを最後に利用した時
点からの経過時間が，指定された時間以上の場合に，コネクションを破棄します。
コネクションスイーパ機能は，デフォルトでは無効になっています。なお，コネクショ
ンスイーパ機能の設定は，リソースアダプタのプロパティとして設定します。リソース
アダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照し
てください。

9.11.8 トランザクションタイムアウトとステートメント
キャンセル
トランザクションの開始時点からの経過時間を監視し，指定された時間が経過した時点
でトランザクションをロールバックする機能です。監視期間は，トランザクションの開
始時点から，トランザクションの決着時点までです。トランザクションタイムアウトが
発生したあと，該当するトランザクションでの JTA，および JDBC インタフェースへの
アクセスは例外が通知されます。
トランザクションタイムアウト機能は，Application Server が管理するトランザクショ
ンの場合に有効です。
なお，BMT，サーブレット，または JSP の場合，トランザクションタイムアウトが発生
したあと，該当するトランザクションに対して UserTransaction.commit/rollback を発
行すると，JTA，および JDBC インタフェースにアクセスできるようになります。

（1） トランザクションタイムアウトの設定単位
トランザクションタイムアウトの設定は，J2EE サーバ単位または Bean 単位で設定でき
ます。
（a） J2EE サーバ単位での設定
J2EE サーバ単位の設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定します。
J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル「Cosminexus システ
ム構築ガイド」を参照してください。
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（b） Bean 単位での設定
Bean 単位で設定するには，BMT の場合と CMT の場合で異なります。
● BMT の場合
UserTransaction インタフェースを使用してトランザクションを管理する場合は，
UserTransaction インタフェースの setTransactionTimeout メソッドを使用して，デ
フォルト値から変更できます。
● CMT の場合
サーバ管理コマンドを使用して設定します。設定単位は，Bean 単位，インタフェー
ス単位，およびメソッド単位の三つから選択できます。
設定が有効になるメソッドは，次のどちらかです。
• トランザクション属性が「Required」に設定され，EJB コンテナがトランザクショ
ンを開始するメソッド
• トランザクション属性が「RequiresNew」に設定されたメソッド
クライアントから伝播するトランザクションで動作する Supports 属性および
Mandatory 属性の場合，トランザクションを使用しない NotSupported 属性および
Never 属性の場合は，タイムアウトの設定は無効になります。なお，トランザクショ
ン属性については，
「5.5.2

CMT」を参照してください。

なお，設定の優先順位は，次のとおりです。
1. メソッド単位での設定
2. インタフェース単位での設定
3. Bean 単位での設定
4. J2EE サーバ単位での設定
Bean 単位のトランザクションタイムアウトの設定は，J2EE アプリケーションに含まれ
る Session Bean，Entity Bean または Message-driven Bean の属性（プロパティ）とし
て設定します。J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。

（2） トランザクションタイムアウト発生時のステートメントキャンセル
実行中の SQL 処理が返ってこない状態でトランザクションタイムアウトが発生すると，
ステートメントがキャンセルされます。
ステートメントのキャンセルを有効にする場合，DB Connector の CancelStatement プ
ロパティに true を設定する必要があります。リソースアダプタの設定については，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

9.11.9 トランザクションリカバリ
J2EE サーバやリソースマネジャの障害で，プリペア状態またはヒューリスティック完了
状態となった 2 フェーズトランザクションを決着させる機能です。グローバルトランザ
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クションを使用する場合に有効になります。
J2EE サーバを開始すると，インポートされているリソースに対して，無条件にトランザ
クションの全面回復処理を実行します。また，トランザクション実行中にリソースマネ
ジャがダウンした場合にも，部分回復処理をします。
なお，トランザクションの状態は，インプロセストランザクションサービスを使用して
いる場合，サーバ管理コマンドの cjlisttrn コマンドで表示できます。また，停止中の
J2EE サーバのステータスファイルに残っている，未決着トランザクション情報は
cjlisttrnfile コマンドで表示できます。
ライトトランザクションが有効なときには，トランザクションリカバリ機能は使用でき
ません。

！

注意事項
J2EE サーバ再起動によるトランザクションリカバリをしない場合，トランザクションの回
復は各リソースの回復手順に従い，ユーザ責任で手動回復してください。

（1） J2EE サーバ終了時の未決着トランザクションの確認とタイムアウ
トの設定
J2EE サーバを正常停止する時，J2EE サーバは未決着のトランザクションがないことを
確認してから停止します。未決着のトランザクションがあるときは，それらが完了する
まで無限に待ちます。また，そのトランザクションが決着するまでリソースを削除でき
ません。
これに対して，システム開発時など，トランザクションを早急に解決する必要がない場
合は，未決着トランザクションの確認時間にタイムアウトを設定できます。タイムアウ
トが発生した場合は，未決着のトランザクションの確認処理が完了していなくても，
J2EE サーバの停止処理がされます。ただし，タイムアウトは，J2EE アプリケーション
開発時などに設定してください。J2EE アプリケーション運用時には，トランザクション
の信頼性を保証するために，タイムアウトを設定しないことをお勧めします。
タイムアウトの設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマイズして設定します。
J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル「Cosminexus システ
ム構築ガイド」を参照してください。

（2） 注意事項
トランザクションリカバリについての注意事項を説明します。
（a） J2EE サーバ起動時にリソースアダプタの開始に失敗した場合の注意
J2EE サーバ起動時に XATransaction を利用するリソースアダプタの開始に失敗した場
合，J2EE サーバはトランザクションリカバリを実行しないで，メッセージ
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KDJE48605-E を出力して強制停止します。この場合は，リソースアダプタの開始処理
が失敗する原因を取り除いてから，J2EE サーバを再起動してください。これによって，
プリペア状態またはヒューリスティック状態のトランザクションは決着されます。
（b） J2EE サーバを再起動する時の注意
• J2EE サーバが強制終了または異常終了したあと，リソースを削除するとリカバリで
きなくなります。このため，再起動時にリソースの構成を変更しないでください。
• 強制終了または異常終了前の受信ポートと同じポートで再起動する必要があります。
このため，簡易構築定義ファイル内の <configuration> タグ内のパラメタ
「ejbserver.distributedtx.recovery.port」の値を変更しないでください。なお，
Management Server を利用しないでシステムを構築する場合は，usrconf.properties
の ejbserver.distributedtx.recovery.port キーを変更しないでください。
（c） トランザクションリカバリを実行するための権限
• リカバリはリソース（XADataSource など）に設定したデフォルトユーザで実行しま
す。リソースマネジャによっては，未決着トランザクションの走査に特別な権限や設
定が必要になります。また，複数のユーザでサインオンする場合，デフォルトユーザ
にそのほかのユーザのトランザクションを決着できるリソースマネジャでの適正な権
限を付与する必要があります。なお，詳細については，各リソースのマニュアルを参
照してください。
• Oracle でリカバリをする場合で，JDBC ドライバに Cosminexus DABroker Library
を使用するときは，ユーザに次の権限が必要です。
• SYS.DBA_PENDING_TRANSACTIONS への SELECT 権限
• FORCE_ANY_TRANSACTION 権限
Oracle でリカバリをする場合で，JDBC ドライバに Oracle JDBC Thin Driver を使用
するときは，ユーザに次の権限が必要です。
• SYS.DBA_PENDING_TRANSACTIONS への SELECT 権限
• FORCE_ANY_TRANSACTION 権限
• SYS.DBMS_SYSTEM を EXECUTE する権限
Oracle を使用する場合の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」を参照してください。
（d） 使用するコネクション数
トランザクションリカバリをする場合に使用するコネクション数に注意してください。
J2EE サーバでは，トランザクションサポートレベルが XATransaction の一つのリソー
スアダプタに対して，次のコネクションを確立します。
● プーリング管理をするコネクション
● リカバリ用のコネクション（一つ）
同一のリソースマネジャで必要となる最大コネクション数は，次の式で示す値になりま
す。リソースマネジャにコネクション数の上限がある場合は，注意してください。
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同一のリソースマネジャで必要となる最大コネクション数＝ IR(1) + … + IR(N) + N
IR(i)
i 番目のリソースアダプタのプール設定値の最大コネクション数。
1 ≦ i ≦ N です。
N
• Connector 1.0 仕様に準拠したリソースアダプタの場合は，同一のリソースマ
ネジャに接続するリソースアダプタ数。
• Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタの場合は，同一のリソースマ
ネジャに接続するリソースアダプタ内のコネクション定義数の総数。
対象になるのは，開始状態で，かつトランザクションサポートレベルが
XATransaction のリソースアダプタです。

9.11.10

障害調査用 SQL の出力

デッドロックやスローダウンなどの障害が発生した場合 , 発行した SQL が障害の要因と
なった可能性があります。そこで，発行した SQL をログに出力することによって，障害
要因の解析が容易になります。ログに出力される SQL の情報を障害調査用 SQL と呼び
ます。

（1） 出力されるタイミング
障害調査用 SQL は，次のタイミングで出力されます。
• トランザクションタイムアウト発生時
• J2EE アプリケーションの強制停止実行時
• メソッドキャンセルコマンド実行時
• メソッドタイムアウト発生後のメソッドキャンセル実行時

（2） 出力先
障害調査用 SQL は，リソースアダプタの稼働ログ，および性能解析トレースに出力され
ます。
リソースアダプタの稼働ログでは，KDJE50080-W のメッセージに出力されます。詳細
については，マニュアル「Cosminexus メッセージ 1

KAWS ／ KDAL ／ KDJE 編」

を参照してください。
性能解析トレースでは，0x8C41 のイベント ID に出力されます。詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

（3） 出力内容
出力対象のコネクションで SQL を発行している場合，物理コネクションが SQL を保持
しています。この物理コネクションが保持している SQL が，障害調査用 SQL として出
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力されます。
SQL を保持する物理コネクション
障害調査用 SQL が出力されるタイミングごとに，SQL を保持している物理コネク
ションを示します。
• トランザクションタイムアウト発生時
トランザクションに参加しているコネクションに対応する物理コネクション。
• J2EE アプリケーションを強制停止した時，メソッドキャンセルコマンド実行時，
またはメソッドタイムアウト発生後のメソッドキャンセル実行時
トランザクション処理中の場合，トランザクションに参加しているコネクション
に対応する物理コネクション。
トランザクションを使用していない場合，アプリケーション強制停止またはメ
ソッドキャンセルを実行するインスタンスで使用中のコネクションに対応する物
理コネクション。なお，クローズしたコネクションは，障害調査用 SQL 出力の対
象外になります。
SQL を保持する API
ユーザアプリケーションで次の API が呼び出されたとき，引数で渡された SQL を
物理コネクションに保持します。保持する SQL は物理コネクションごとに一つで
す。API が呼び出されるたびに，最新の SQL が上書きされます。SQL を保持する
API を次の表に示します。
表 9-41

SQL を保持する API の一覧

クラス
java.sql.Connection

メソッド
prepareCall(String sql)
prepareCall(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency)
prepareCall(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)
prepareStatement(String sql)
prepareStatement(String sql, int autoGeneratedKeys)
prepareStatement(String sql, int[] columnIndexes)
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency)
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int
resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)
prepareStatement(String sql, String[] columnNames)
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クラス
java.sql.Statement

メソッド
addBatch(String sql)
execute(String sql)
execute(String sql, int autoGeneratedKeys)
execute(String sql, int[] columnIndexes)
execute(String sql, String[] columnNames)
executeBatch() ※ 1
executeQuery(String sql)
executeUpdate(String sql)
executeUpdate(String sql, int autoGeneratedKeys)
executeUpdate(String sql, int[] columnIndexes)
executeUpdate(String sql, String[] columnNames)

java.sql.PreparedStatement

java.sql.Statement から継承した表示対象メソッド
addBatch() ※ 2
execute() ※ 2
executeQuery() ※ 2
executeUpdate() ※ 2

java.sql.CallableStatement
注※ 1

java.sql.PreparedStatement から継承した表示対象メソッド

executeBatch() メソッドを実行した場合は，最後に addBatch(String sql) メソッド，

addBatch() メソッドで加えられた SQL を物理コネクションに保持します。
注※ 2

addBatch() メソッド，execute() メソッド，executeQuery() メソッド，executeUpdate() メ

ソッドを実行した場合，java.sql.Connection の prepareStatement メソッド，prepareCall メソッ
ドの引数で与えられた SQL を物理コネクションに保持します。ただし，SQL の IN パラメタプレー
スホルダー（"？ "）は，置換しないで "？ " のまま出力します。

（4） 注意事項
障害調査用 SQL の出力機能についての注意事項を説明します。
• DB Connector を使用している場合，この機能は常に有効になります。DB Connector
以外を使用している場合は無効になります。
• リソースアダプタの稼働ログの障害調査用 SQL ログに出力されるメッセージが 4 キ
ロバイトを超えた場合，4 キロバイトまでのメッセージだけが出力されます。
• コネクションシェアリング，コネクションアソシエーションによって共有されたコネ
クションは，物理コネクションが一つのため，障害調査用 SQL ログは一つだけ出力さ
れます。
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オブジェクトの自動クローズ

ユーザプログラムでオープンした Statement オブジェクトなどは，ユーザプログラムで
クローズする必要があります。ただし，クローズできなかった場合，DB Connector は，
ユーザハンドル（java.sql.Connection）から生成された，次のオブジェクトを自動的に
クローズできます。
• Statement オブジェクト
• PreparedStatement オブジェクト
• CallableStatement オブジェクト
• 各種ステートメントや DatabaseMetaData から生成された ResultSet オブジェクト
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9.12 コネクションプールのクラスタ化
コネクションプールのクラスタ化機能は，データベースをクラスタ構成にしているシス
テムの場合に，最適な動作をするための機能です。コネクションプールのクラスタ化機
能を使用することで，障害発生時やメンテナンス時の可用性の低下を防ぐことができま
す。コネクションプールのクラスタ化機能の使用時に，データベースノードに障害が発
生した場合，およびデータベースノードのメンテナンスを行う場合の動作について説明
します。
● データベースノードに障害が発生した場合
OS，ハード，ソフト障害など，コネクションが取得できない状況になった場合，障害
が発生しているデータベースノードに接続しているコネクションプールを自動で一時
停止できます（自動一時停止機能）
。J2EE アプリケーションからリソースアダプタに
コネクションの取得要求が出された場合でも，一時停止されたコネクションプールに
はコネクションの取得要求が出されないため，TCP/IP のタイムアウトまで処理が中
断することはありません。これによって，J2EE アプリケーションは，ほかの正常な
データベースノードに接続しているコネクションプールからコネクションを取得し，
業務を継続できます。
また，データベースノードの障害が回復した時に，自動でコネクションプールを再開
できます（自動再開機能）
。コネクションプールが再開されると，自動的に回復した
データベースノードから再びアクセスされるため，データベースノード回復時に
cjclearpool コマンドを実行して，コネクションプールを削除する必要はありません。
● データベースノードのメンテナンスを行う場合
データベースノードのメンテナンスを行う場合，コマンドを使用して任意のタイミン
グでメンバコネクションプールを一時停止できます（手動一時停止機能）
。これによっ
て，そのデータベースノードを切り離して，メンテナンスを行えます。
また，メンテナンスが終了して再開する時に，コマンドを使用して任意のタイミング
でコネクションプールを再開できます（手動再開機能）
。
コネクションプールをクラスタ化する場合のコネクションプール（クラスタコネクショ
ンプール）の特徴，および機能について説明します。なお，Oracle RAC 機能を使用して
クラスタ化した Oracle との接続方法については，「付録 F Oracle RAC を使用した
Oracle への接続」を参照してください。

9.12.1

クラスタコネクションプールの概要

クラスタ化されたコネクションプールのことをクラスタコネクションプールといいます。
ここでは，クラスタコネクションプールの構成，およびクラスタコネクションプールで
使用できる機能について説明します。

（1） クラスタコネクションプールの構成
クラスタコネクションプールは，各データベースノードと接続するメンバリソースアダ
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プタと，それら複数のメンバリソースアダプタを束ねるルートリソースアダプタで構成
されています。ルートリソースアダプタとメンバリソースアダプタについて説明します。
● ルートリソースアダプタ
クラスタ化したコネクションプール（クラスタコネクションプール）を使用するとき
に，J2EE アプリケーションからアクセスされるリソースアダプタです。ルートリ
ソースアダプタは，メンバリソースアダプタを束ねる役割を持ちます。ルートリソー
スアダプタでは，ルートリソースアダプタに対する処理要求をメンバリソースアダプ
タに振り分けます。なお，ルートリソースアダプタは，コネクションプールを持ちま
せん。
● メンバリソースアダプタ
クラスタ化されている個々のデータベースノードに接続するリソースアダプタです。
メンバリソースアダプタは，必ずルートリソースアダプタを経由してアクセスされま
す。メンバリソースアダプタのコネクションプールのことを，メンバコネクション
プールといいます。
コネクションプールをクラスタ化しているときのコネクション取得時の処理の流れを次
の図に示します。
図 9-24

コネクション取得時の処理の流れ

1. J2EE アプリケーションは，ルートリソースアダプタに対しコネクション取得要求を
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する。
2. ルートリソースアダプタは，メンバコネクションプールを一つ選択し，コネクション
取得要求を出す。
3. メンバコネクションプールからコネクションが選択され，J2EE アプリケーションに
返す。

（2） 前提条件
コネクションプールのクラスタ化機能を利用できるデータベースは，Oracle10g で RAC
機能を使用している場合だけです。使用できる JDBC ドライバは，Oracle JDBC Thin
Driver です。

（3） データベース接続で使用できる J2EE コンポーネントおよび機能
コネクションプールのクラスタ化機能を使用している場合に，データベース接続で使用
できる J2EE コンポーネントおよび機能を次の表に示します。
表 9-42

データベース接続で使用できる J2EE コンポーネントおよび機能（コネクショ
ンプールのクラスタ化機能）

J2EE コンポーネント
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項目

Oracle10g（コネクションプー
ルのクラスタ化機能を使用した
場合）

Servlet/JSP

○

Stateless Session Bean

○

Stateful Session Bean

○

Entity Bean（BMP）

○

Entity Bean（CMP1.1）

×

Entity Bean（CMP2.0）

×

Message-driven Bean

×

9.
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Oracle10g（コネクションプー
ルのクラスタ化機能を使用した
場合）

項目

使用できる機能

コネクションプーリング

○

コネクションプールのウォーミングアッ
プ

○

コネクションプールの情報表示
（cjlistpool コマンド）

○

コネクションプールのクリア

○

リソースへの接続テスト

○

コネクションの障害検知

○

ステートメントプーリング

○

ステートメントキャンセル

△※ 1

ステートメント setQueryTimeout メ
ソッド

△※ 2

コネクション ID の PRF トレース出力

○

障害調査用 SQL の出力

○

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

△：一部制限あり

注※ 1
接続形式が MTS 接続のときに使用できます。専用接続では使用できません。
注※ 2
MTS 接続は有効に働きますが，専用接続には制限があります。詳細はオラクルのサポートサー
ビスにお問い合わせください。

！

注意事項
リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへのリ
ファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションをカスタマイズするときに，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへの
リファレンスを解決しておいてください。

（4） 使用できるリソース接続とトランザクション管理の機能
ルートリソースアダプタ，およびメンバリソースアダプタで使用できる機能については，
「9.2.4 リソースアダプタの機能」を参照してください。

9.12.2

クラスタコネクションプールの動作

コネクションプールをクラスタ化した場合に使用できる機能と動作について説明します。
クラスタコネクションプールでは次の機能を実行できます。
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• コネクションプールの一時停止
• コネクションプールの再開
また，コネクションプールの状態，およびコネクションの取得要求を受けたときの，コ
ネクションプールの選択方式についても説明します。

（1） コネクションプールの一時停止
メンバコネクションプールを閉塞および一時停止できます。一時停止を実行すると，メ
ンバコネクションプールが閉塞し一時停止します。
J2EE アプリケーションがルートリソースアダプタにコネクション取得要求をした場合，
閉塞または一時停止したメンバコネクションプールにはコネクション取得要求は出され
ません。
次の場合にメンバコネクションプールを一時停止してください。
• データベースノードに障害が発生した場合
• データベースノードのメンテナンスをする場合
なお，一時停止の方法には次の 2 とおりがあります。
• 自動一時停止
• 手動一時停止

参考
一時停止処理では，J2EE アプリケーションで使用し終わったコネクションを破棄し，コネ
クションプール内のすべてのコネクションを破棄してから，コネクションプールを一時停止
します。ネットワーク障害やデータベースノード障害が発生した場合，ネットワークのタイ
ムアウトまで待ってからコネクションを破棄するため，閉塞してから一時停止するまでに時
間が掛かることがあります。

（a） 自動一時停止
データベースノードの障害時にメンバコネクションプールを自動で一時停止できます。
障害を検知すると，メンバコネクションプールは自動的に閉塞状態になり，そのあと一
時停止します。
コネクションの取得時に次の現象が発生した場合，データベースノードに障害が発生し
たと判断し，メンバコネクションプールが自動的に一時停止します。
• コネクション取得時のコネクションの障害検知がタイムアウトした場合
• 物理コネクションの取得に失敗した場合
• 物理コネクションの取得がタイムアウトした場合
• コネクション管理スレッドが枯渇した場合
この機能は，デフォルトで有効となっています。有効 / 無効の設定は，ルートリソースア
ダプタのプロパティとして設定します。リソースアダプタの設定については，マニュア
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ル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」のリソースアダプタのプロパティ
定義についての説明を参照してください。
（b） 手動一時停止
データベースノードのメンテナンスをする場合などに，cjsuspendpool コマンドを実行す
ることで，コネクションプールを手動で一時停止できます。手動一時停止は，メンバコ
ネクションプールが開始状態，開始予約状態，自動一時停止状態，および自動一時停止
予約状態の場合に実行できます。メンバコネクションプールが自動一時停止状態の場合
に cjsuspendpool コマンドを実行すると，手動一時停止状態になります。これによって，
自動一時停止後に自動再開させない運用ができます。
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を

参照してください。

！

注意事項
cjsuspendpool コマンドで手動一時停止したコネクションプールは，自動で再開されません。
手動で再開してください。

（2） コネクションプールの再開
一時停止したメンバコネクションプールを再開できます。J2EE アプリケーションから
ルートリソースアダプタにコネクション取得要求をした時に，再開したメンバコネク
ションプールには再びコネクションの取得要求が出されるようになります。
なお，コネクションプールを再開するには，未使用のコネクション管理スレッドの個数
が，コネクションプールのコネクション数の最大数以上必要です。
次の場合にコネクションプールを再開してください。
• データベースノードの障害が回復した場合
• データベースノードのメンテナンスが終了した場合
再開の方法には次の 2 とおりがあります。
• 自動再開
• 手動再開
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参考
• コネクションプールが停止されている場合に，未使用のコネクション管理スレッドの個数
がコネクションプールのコネクション数の最大数になると，メッセージが出力されます。
cjresumepool コマンドの実行に失敗した場合は，出力されたメッセージを確認してから
再度コマンドを実行してください。
• コネクションプールのウォーミングアップ機能が有効な場合には，コネクションプールの
設定で定義した最小値までコネクションをプールしてから，メンバコネクションプールを
開始します。コネクションをプーリングしているときにコネクションの生成に失敗した場
合は，メンバコネクションプールは一時停止状態に戻ります。また，コネクションプール
のウォーミングアップ機能が無効な場合は，すぐに開始状態になります。

（a） 自動再開
自動一時停止したメンバコネクションプールを自動で再開できます。
自動一時停止したメンバコネクションプールでは，データベースノードの状態をチェッ
クするために，一定間隔で物理コネクションの取得要求を出します。このとき，コネク
ションの取得に成功すると，データベースノードが回復したと判断し，自動的に再開処
理が行われます。また，自動一時停止したメンバコネクションプールを自動再開させな
い運用にするには，自動一時停止後に手動一時停止してください。再開時には，手動再
開してください。
なお，ルートリソースアダプタが停止状態の場合，自動再開処理は行われません。ただ
し，メンバコネクションプールが自動再開中状態の場合にルートリソースアダプタを停
止したときは，実行中の自動再開処理が継続されます。
この機能は，デフォルトで有効となっています。有効 / 無効の切り替えや，データベース
ノードの状態をチェックする間隔の設定は，ルートリソースアダプタのプロパティとし
て設定します。リソースアダプタの設定については，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーション設定操作ガイド」のリソースアダプタのプロパティ定義についての説明を参
照してください。
（b） 手動再開
自動一時停止または手動一時停止したコネクションプールを手動で再開できます。手動
再開するには，cjresumepool コマンドを使用します。手動再開は，コネクションプール
が次の状態の場合に実行できます。
• 自動一時停止状態
• 手動一時停止状態
• 自動一時停止予約状態
• 手動一時停止予約状態
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
参照してください。
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（3） コネクションプールの状態
コネクションプールの状態は，メンバコネクションプールの場合だけ存在するものです。
なお，コネクションプールの状態は，J2EE サーバやリソースアダプタの再起動後も維持
されます。
メンバコネクションプールの状態には，次の種類があります。メンバコネクションプー
ルの状態の詳細，およびコネクションプールの一時停止や再開をした場合の状態遷移に
ついては，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
• 開始状態
• 開始予約状態
• 自動再開中状態
• 手動再開中状態
• 自動閉塞状態
• 手動閉塞状態
• 自動一時停止状態
• 自動一時停止予約状態
• 手動一時停止状態
• 手動一時停止予約状態
メンバコネクションプールの状態は次の方法で確認できます。手動一時停止または手動
再開をする場合は，コマンドを実行する前にコネクションプールの状態を確認してくだ
さい。
• cjlistrar コマンド
cjlistrar コマンドは，デプロイされているすべてのリソースアダプタについて，リ
ソースアダプタ名とリソースアダプタの状態を標準出力に出力します。-clusterpool
を指定した場合には，メンバコネクションプールの状態も表示できます。
• cjlistpool コマンド
cjlistpool コマンドは，コネクションプールの情報を表示するコマンドです。メンバリ
ソースアダプタの場合は，メンバコネクションプールの状態も表示できます。メンバ
リソースアダプタのコネクション情報の表示例については，「9.11.4 コネクション
プールの情報表示」を参照してください。
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を

参照してください。

（4） コネクションプールの選択方式
J2EE アプリケーションがルートリソースアダプタにコネクションの取得要求を出した時
に，メンバコネクションプールが一つ選択されます。このときメンバコネクションプー
ルが選択される方式は，ラウンドロビン方式です。
選択対象のコネクションプールは，開始状態のメンバコネクションプールです。コネク
ションに空きがあるメンバコネクションプールが優先的に選択されます。
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ただし，コネクション枯渇状態のメンバコネクションプールしかない場合は，コネク
ション取得要求が待ち状態になります。さらに，コネクション取得待ちのタイムアウト
が発生すると，コネクションの取得に失敗します。また，コネクション取得要求が待ち
状態の場合にコネクションプールが閉塞されたときは，コネクション取得要求が再開さ
れ，次の優先度のメンバコネクションプールからコネクションの取得を試みます。すべ
てのメンバコネクションプールからコネクションが取得できない場合には，コネクショ
ンの取得に失敗します。
なお，各メンバコネクションプールの最大サイズを設定する場合，次の指針に従って設
定します。
メンバコネクションプールの最大サイズ（数）＝システムで許容される最大同時接続数
÷データベースノードの数

9.12.3

使用するリソースアダプタ

ルートリソースアダプタおよびメンバリソースアダプタで実行できるコマンド，設定の
概要，および注意事項について説明します。

（1） 実行できるコマンド
ルートリソースアダプタおよびメンバリソースアダプタごとの，コマンドの実行可否を
次の表に示します。なお，これ以外のコマンドについてはどちらのリソースアダプタで
も実行できます。
表 9-43

ルートリソースアダプタおよびメンバリソースアダプタのコマンドの実行可否

コマンド

リソースアダプタの種類
ルートリソースアダプタ

メンバリソースアダプタ

cjstartrar

○

○

cjstoprar

○

○

cjtestres

○

○

cjlistrar

○

○

cjclearpool

×

○

cjlistpool

×

○

cjsuspendpool

×

○

cjresumepool

×

○

（凡例） ○：実行できる

×：実行できない

（2） DB Connector の設定
ルートリソースアダプタおよびメンバリソースアダプタの DB Connector で設定する項
目を次の表に示します。

642

9.

表 9-44

リソース接続とトランザクション管理

ルートリソースアダプタおよびメンバリソースアダプタの DB Connector で設
定する項目

設定項目

リソースアダプタの種類
ルートリソースアダプタ

メンバリソースアダプタ
○※ 1

トランザクションサポートレベル

×

ログ取得の可否

○

○

データベース接続情報

−

○

DB Connector 固有の設定（ステー
トメントプールなど）

−

○

セキュリティ情報（ユーザ名，パス
ワード）

×

コネクションプールサイズ

×

○

クラスタコネクションプール固有の
設定

○

−

（凡例）○：設定が必要
注※ 1

×：設定は不要

○※ 2

−：設定項目がない

一つのクラスタコネクションプールを構成するメンバリソースアダプタのトランザクション

サポートレベルは，すべて同じにする必要があります。
注※ 2

一つのクラスタコネクションプールを構成するメンバリソースアダプタのユーザ名は，すべ

て同じにする必要があります。

DB Connector の設定の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定

義編」，またはマニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照し
てください。

（3） ルートリソースアダプタについての注意事項
● cjclearpool コマンドは実行できません。実行した場合は，メッセージが出力され，コ
マンドが異常終了します。クラスタコネクションプール内のコネクションを
cjclearpool コマンドでクリアする場合は，メンバリソースアダプタに対してコマンド
を実行してください。
● cjlistpool コマンドは実行できません。実行した場合は，メッセージが出力され，コマ
ンドが異常終了します。クラスタコネクションプール内のコネクションプールの情報
を表示する場合は，cjlistpool コマンドの -resname にメンバリソースアダプタの表示
名を指定するか，-resall を指定して実行してください。
● 一つのクラスタコネクションプール内で，コンテナ管理でのサインオンとコンポーネ
ント管理でのサインオンを混在して使用できません。コンポーネント管理でのサイン
オンを使用する場合は，ルートリソースアダプタに属するすべてのメンバリソースア
ダプタのユーザ名を空白にしてください。
● ルートリソースアダプタは，ルートリソースアダプタに属するすべてのメンバリソー
スアダプタが開始状態の場合に開始できます。これ以外の場合に，ルートリソースア
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ダプタを開始すると，コンソールまたは画面にエラーメッセージが出力され，リソー
スアダプタの開始に失敗します。

（4） メンバリソースアダプタについての注意事項
● メンバリソースアダプタでは，次の機能が前提となります。これらの機能は，デフォ
ルトで有効となり，無効にすることはできません。
• コネクションプーリング
コネクションプールの最大値に 0 より大きい値を設定してください。0 以下の値を
設定した場合，コネクションプールの最大値と最小値にデフォルト値が指定された
ものとして動作します。
• コネクション取得時のコネクションの障害検知
コネクション取得時のコネクションの障害検知およびコネクション障害検知のタイ
ムアウトは，設定値に関係なく有効となります。
• コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
コネクション枯渇時のコネクション取得待ちは，設定値に関係なく有効となります。
• loginTimeout
loginTimeout のプロパティに 0 よりも大きい値を設定してください。0 以下の値を
設定した場合はデフォルト値が指定されたものとして動作します。
● メンバリソースアダプタでは，次の機能を使用できません。これらの機能は，デフォ
ルトで無効となり，有効にすることはできません。
• コネクションの取得リトライ
• J2EE リソースのユーザ指定名前空間
● メンバコネクションプール内のコネクションは，すべて同じデータベースノードに接
続している必要があるため，データベースで接続先を変更する機能は使用しないでく
ださい。次にその機能の例を挙げます。なお，各機能を無効にする設定については，
オラクルのマニュアルを参照してください。
• クライアント・ロード・バランシング機能
• 接続時フェイルオーバー機能
• データベースサービス
• リスナによる負荷分散機能
● メンバリソースアダプタにアクセスするときは，必ずルートリソースアダプタを経由
します。そのため，次の個所には設定できません。
• J2EE アプリケーションのリソースリファレンス
• CMP Entity Bean のマッピング定義
● メンバリソースアダプタは，所属するルートリソースアダプタが停止状態の場合に停
止できます。開始状態のときに，メンバリソースアダプタを停止すると，コンソール
または画面にエラーメッセージが出力され，リソースアダプタの停止に失敗します。
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9.13 そのほかのリソースアダプタの機能
（Connector 1.5 仕様に準拠するリソースア
ダプタの場合）
この節では，「9.10 パフォーマンスチューニングのための機能」
，「9.11

フォールトト

レランスのための機能」
，および「9.12 コネクションプールのクラスタ化」で説明した
機能以外のリソースアダプタの機能について説明します。
次の機能を使用できます。
• リソースアダプタのライフサイクル管理
• リソースアダプタのワーク管理
• メッセージインフロー
• 管理対象オブジェクトのルックアップ
• コネクション定義の複数指定
これらの機能は，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで使用できます。
Application Server で使用できる Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタについ
ては，「9.2.2(2) Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ」を参照してくださ
い。

参考
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタなど，「9.2.2(1) Connector 1.0 仕様に準拠
したリソースアダプタ」で示したリソースアダプタ以外のリソースアダプタを使用する場合
には，リソースアダプタの処理の入り口と出口で，トレースを出力することをお勧めしま
す。出力したトレースは，障害が発生したときの要因を切り分けるために使用します。

9.13.1

リソースアダプタのライフサイクル管理

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを利用する場合，J2EE サーバによって
リソースアダプタのライフサイクルを管理できます。
リソースアダプタのライフサイクル管理とは，リソースアダプタの開始処理と停止処理
を，J2EE サーバで管理する機能です。

（1） 前提条件
リソースアダプタのライフサイクル管理は，リソースアダプタが次の条件を満たす場合
に有効になります。
• リソースアダプタに，「(2)

ライフサイクル管理に使用するクラス」で示すクラスが

実装されている。
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• DD（ra.xml）の <connector>-<resourceadapter>-<resourceadapter-class> に，
javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースを実装した JavaBeans のクラス
名を指定している。
なお，DD の <connector>-<resourceadapter>-<resourceadapter-class> の指定が省略さ
れている場合，リソースアダプタのライフサイクル管理は実行されません。

（2） ライフサイクル管理に使用するクラス
リソースアダプタのライフサイクル管理に使用するクラスについて説明します。使用す
るクラスには，リソースアダプタでの実装が必要なクラスと，J2EE サーバが提供するク
ラスがあります。
● リソースアダプタで実装が必要なクラス
リソースアダプタでは，次のクラスの実装が必要です。なお，これらのクラスは
JavaBean として実装することが，Connector 1.5 仕様で規定されています。
• javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの実装クラス
• javax.resource.spi.ManagedConnectionFactory インタフェースの実装クラス
• AdminObject（管理対象オブジェクト）の実装クラス
詳細な実装については，Connector 1.5 仕様を参照してください。
● J2EE サーバが提供するクラス
J2EE サーバは，次のクラスを提供します。
• javax.resource.spi.work.WorkManager インタフェースの実装クラス
このクラスには，doWork(Work) メソッド，scheduleWork(Work) メソッド，
startWork(Work) メソッドなどが実装されています。
• javax.resource.spi.BootstrapContext インタフェースの実装クラス
このクラスには，createTimer() メソッド，getWorkManager() メソッド，および
getXATerminator() メソッドが実装されています。
なお，Application Server では，BootstrapContext インタフェースの
getXATerminator メソッドを呼び出した場合，null が返却されるように実装されてい
ます。

（3） ライフサイクル管理の制御
ここでは，ライフサイクル管理の対象になる，リソースアダプタの開始処理と停止処理
の制御について説明します。
リソースアダプタの開始処理および停止処理は，次にタイミングで実行されます。
• J2EE リソースアダプタを開始または停止したとき（cjstartrar コマンドまたは
cjstoprar コマンドを実行したとき）
• J2EE サーバを起動または停止したとき（cjstartsv コマンドまたは cjstopsv コマンド

646

9.

リソース接続とトランザクション管理

を実行したとき）
• リソースアダプタを含むアプリケーションを開始または停止したとき（cjstartapp コ
マンドまたは cjstopapp コマンドを実行したとき）
● リソースアダプタの開始処理を実行した場合の制御
リソースアダプタの開始処理を実行した場合の制御の流れを次の図に示します。
図 9-25

リソースアダプタの開始処理を実行した場合の制御の流れ

リソースアダプタの開始処理によって実行される制御について説明します。なお，項番
は図中の数字と対応しています。
1. WorkManager（javax.resource.spi.work.WorkManager インタフェースの実装クラス）
が生成されます。
2. BootstrapContext（javax.resource.spi.BootstrapContext インタフェースの実装クラ
ス）が生成されます。
3. ResourceAdapterJavaBean（javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの
実装クラス）が生成されます。
ResourceAdapterJavaBean として生成される実装クラスは，リソースアダプタの
DD（ra.xml）の <connector>-<resourceadapter>-<resourceadapter-class> に指定し
たクラスです。
このタグで指定したクラスのインスタンス化に失敗した場合，リソースアダプタの開
始が失敗します※。このとき，KDJE48589-E のメッセージが出力されます。
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4. ResourceAdapterJavaBean にプロパティが設定されます。
DD（ra.xml）の <connector>-<resourceadapter>-<config-property> に指定した値
は，3. で生成された ResourceAdapterJavaBean に設定されます。設定は，
JavaBean の仕様に従い，setter メソッドで実行されます。setter メソッドの呼び出
しで例外が発生した場合は，KDJE48594-W のメッセージが出力されます。ただし，
処理は継続されます。
5. javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの start メソッドが呼び出され，
リソースアダプタが開始されます。
このメソッドの呼び出しによって例外がスローされた場合は，リソースアダプタの開
始が失敗します※。このとき，KDJE48590-E のメッセージが出力されます。
6. ResourceAdapterJavaBean と ManagedConnectionFactoryJavaBean が関連づけられ
ます（Outbound の場合）。
ライフサイクル管理機能を使用する場合，
javax.resource.spi.ManagedConnectionFactory インタフェースの実装クラスは
javax.resource.spi.ResourceAdapterAssociation インタフェースを実装しています。
ResourceAdapterJavaBean と ManagedConnectionFactory の関連づけは，
javax.resource.spi.ResourceAdapterAssociation インタフェースの
setResourceAdapter(ResourceAdapter) メソッドで実行されます。
また，次の場合には，リソースアダプタの開始が失敗します※。このとき，
KDJE48591-E が出力されます。
• ManagedConnectionFactoryJavaBean が
javax.resource.spi.ResourceAdapterAssociation インタフェースを実装していな
かった場合
• setResourceAdapter メソッドの呼び出しに対して例外がスローされた場合
7. AdminObjectJavaBean（管理対象オブジェクト）が生成され，プロパティが設定され
ます。
AdminObjectJavaBean として生成される実装クラスは，リソースアダプタの DD
（ra.xml）の <connector>-<resourceadapter>-<adminobject>-<adminobject-class>
に指定したクラスです。このタグで指定したクラスのインスタンス化に失敗した場
合，リソースアダプタの開始が失敗します※。このとき，KDJE48597-E のメッセー
ジが出力されます。
また，DD（ra.xml）の
<connector>-<resourceadapter>-<adminobject>-<config-property> で指定した値が，
AdminObjectJavaBean に設定されます。設定は，JavaBean の仕様に従い，setter
メソッドで実行されます。AdminObjectJavaBean の setter メソッドの呼び出しで例
外が発生した場合は，KDJE48598-W のメッセージが出力されます。ただし，処理は
継続されます。
注※
アプリケーションに含まれるリソースアダプタの場合，リソースアダプタの開始が
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失敗したときには，そのリソースアダプタを含むアプリケーションの開始処理も失
敗します。
● リソースアダプタの停止処理を実行した場合の制御
リソースアダプタの停止処理を実行した場合の制御を次の図に示します。
図 9-26

リソースアダプタの停止処理を実行した場合の制御

リソースアダプタの停止処理によって実行される制御について説明します。なお，項番
は図中の数字と対応しています。
1. 停止するリソースアダプタを参照している EJB，サーブレット，Message-driven
Bean がすべて停止していることが確認されます。
次の要素が使用されていないことが確認されます。
• Inbound リソースアダプタ
• コネクションファクトリ
• 管理対象オブジェクト
これらが使用されていた場合は，リソースアダプタの停止処理が中止されます。
2. AdminObjectJavaBean（管理対象オブジェクト）が破棄されます。
3. javax.resource.spi.ResourceAdapter インタフェースの stop メソッドが呼び出され，
リソースアダプタが停止します。
このメソッドの呼び出しによって例外がスローされた場合は，KDJE48590-E のメッ
セージが出力されて，リソースアダプタの停止処理が失敗します。
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4. ResourceAdapterJavaBean が破棄されます。
● リソースアダプタの状態遷移
リソースアダプタは，リソースアダプタの開始処理または停止処理が実行されたタイミ
ングで，「開始状態」または「停止状態」に遷移します。
リソースアダプタの状態遷移を次の図に示します。
図 9-27

リソースアダプタの状態遷移

（4） ライフサイクル管理機能を使用するときの注意
ライフサイクル管理機能を使用する場合は，次の点に注意してください。
• J2EE サーバにデプロイされているリソースアダプタが複数ある場合，開始および停
止処理が実行される順序は不定です。また，アプリケーションに含まれるリソースア
ダプタが複数ある場合，開始および停止処理が実行される順序は不定です。実行順序
に依存する処理がある場合，動作は保証されません。
• アプリケーションに含まれるリソースアダプタの場合，アプリケーション内に含まれ
る EJB や Servlet の開始処理よりも前に，リソースアダプタの開始処理が実行されま
す。また，アプリケーション内に含まれる EJB や Servlet の停止処理よりもあとで，
リソースアダプタの停止処理が実行されます。
• ResourceAdapter.stop の処理では，次に示す処理を適切に実行してください。
• BootstrapContext.createTimer で生成した Timer の破棄 (Timer#cancel)
• WorkManager に登録した Work オブジェクトへの終了指示 (Work#release)

9.13.2

リソースアダプタのワーク管理

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合，リソースアダプタが使
用するスレッドを J2EE サーバによって管理できます。
リソースアダプタのワーク管理とは，リソースアダプタがマルチスレッドで動作する場
合に，スレッドを適切に使用するための機能です。J2EE サーバは，スレッドをプールに
管理しておき，必要なリソースアダプタに割り当てます。
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注意事項
ワーク管理の対象になる Work を実行するスレッドは，J2EE アプリケーションの実行時間
監視の対象にはなりません。
J2EE アプリケーションの実行時間監視については，
「19.3

J2EE アプリケーション実行時

間の監視とキャンセル」を参照してください。

（1） 前提条件
リソースアダプタのワーク管理機能は，リソースアダプタのライフサイクルが管理され
ている場合に使用できます。リソースアダプタのライフサイクル管理については，
「9.13.1 リソースアダプタのライフサイクル管理」を参照してください。

（2） ワーク管理に使用するクラス
リソースアダプタのワークを管理する場合に使用するクラスについて説明します。使用
するクラスには，リソースアダプタでの実装が必要なクラスと，J2EE サーバが提供する
クラスがあります。なお，J2EE サーバが提供するクラスは，ライフサイクル管理で使用
するクラスと同じです。
「9.13.1(2) ライフサイクル管理に使用するクラス」を参照して
ください。
● リソースアダプタで実装が必要なクラス
リソースアダプタでは，次のクラスの実装が必要です。
• javax.resource.spi.work.Work インタフェースの実装クラス
このクラスの run メソッドには，実行する処理を実装しておく必要があります。
なお，ワークの登録，ワークのスレッドへの割り当て，およびワークの終了のタイミン
グをリソースアダプタで管理したい場合は，javax.resource.spi.work.WorkListener イン
タフェースの実装クラスも実装してください。

（3） ワーク管理の流れ
ここでは，ワーク管理の処理の流れについて説明します。
ワーク管理の概要を次の図に示します。
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図 9-28

ワーク管理の概要

図で示した流れについて説明します。
1. Work の登録
リソースアダプタは，Work（javax.resource.spi.work.Work インタフェースの実装ク
ラス）を生成して，WorkManager に登録します。
このとき，WorkManager のインスタンスは，BootstarpContext 経由でリソースアダ
プタに渡されます。WorkManager については，「9.13.1
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サイクル管理」を参照してください。
また，Work の登録と同時に，WorkManager に WorkListener
（javax.resource.spi.work.WorkListener）も登録すると，以降，Work の登録が完了
したとき（1. が実行されたとき）
，Work にスレッドが割り当てられたとき（2. が実
行されたとき）
，および Work の処理が完了したとき（3. が実行されたとき）に，そ
れぞれイベント (javax.resource.spi.work.WorkEvent インタフェースの実装クラス )
を取得できます。
2. 空きスレッドへのワークの割り当て
J2EE サーバは，WorkManager に登録された Work に対して，空きスレッドを割り
当てて，Work で実装されている run メソッドを実行します。
3. Work の終了とスレッドの回収
J2EE サーバは，処理が完了した Work に割り当てたスレッドを，スレッドプールに
回収します。
回収されたスレッドは，スレッドプーリングでの設定に従って，プールに戻って待機
状態になるか，解放されます。
なお，この流れの中で，javax.resource.spi.work.Work インタフェースまたは
javax.resource.spi.work.WorkListener インタフェースのメソッドで例外が発生した場合
は，それぞれ KDJE48592-E または KDJE48593-E のメッセージが出力されます。
WorkManager に登録された Work の状態遷移を，次の図に示します。
図 9-29

Work の状態遷移

なお，WorkManager に Work を登録する時に使用するメソッドによって，メソッドがリ
ターンするタイミングが異なります。それぞれのメソッドがリターンするタイミングを
次の表および図に示します。なお，リターンするタイミング以外，これらのメソッドの
処理に違いはありません。
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表 9-45
メソッド

メソッドがリターンするタイミング
リターンするタイミング

scheduleWork

Work を登録して，すぐにリターンします。

startWork

Work にスレッドが割り当てられたタイミングでリターンします。

doWork

Work の処理が完了したタイミングでリターンします。

図 9-30
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scheduleWork メソッドがリターンするタイミング

9.

図 9-31

startWork メソッドがリターンするタイミング

図 9-32

doWork メソッドがリターンするタイミング
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（4） スレッドプーリング
スレッドプーリングは，ワークに割り当てるスレッドを，スレッドプールで管理する機
能です。
● スレッドプーリングの設定
スレッドプーリングの設定は，リソースアダプタを J2EE サーバにインポートしたあと
で，Connector 属性ファイルの
<hitachi-connector-property>-<resourceadapter-runtime>-<property> タグに指定して，
リソースアダプタごとのプロパティとして設定します。設定手順については，マニュア
ル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」のリソースアダプタのプロパティ
定義の説明を参照してください。
スレッドプールに設定できる値を次の表に示します。
表 9-46

スレッドプールに設定できる値

設定できる値（プロパティ名）

説明

同時に実行される最大のスレッド数
（MaxTPoolSize）

WorkManager で同時に実行される最大のスレッド数を設定し
ます。
Work が登録されたときに空きスレッドがない場合，
WorkManager で実行中のスレッドの数がこの値未満であれば，
新規にスレッドが生成されて，Work に割り当てられます。
実行中のスレッドの数がこの値以上のときには，Work の受け
付けは拒否されて，
javax.resource.spi.work.WorkRejectedException がスローされ
ます。

スレッドプールの最小スレッド数
（MinTPoolSize）

スレッドプールにプールする最小スレッド数を設定します。
WorkManager に Work がまったく登録されていない場合でも，
この値分のスレッドは常にプールされます。
また，この値に 0 を指定した場合は，Work が登録されるまで，
スレッドは生成されません。

Work が割り当たっていないスレッド
が解放されるまでの最大生存期間
［単位：秒］
（TPoolKeepalive）

Work が割り当てられていないスレッドが，スレッドプールか
ら解放されるまでの期間を秒単位で設定します。
空きスレッドになってから TpoolKeepalive 秒経過しても Work
が割り当てられなかった場合，そのスレッドは解放されます。
ただし，スレッドプールに存在するスレッド数が
MinTPoolSize の値分しかない場合は，解放されません。

指定方法および指定できる値の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」の Connector 属性ファイルの説明を参照してください。

なお，ライフサイクル管理機能が有効でない場合（リソースアダプタの DD（ra.xml）に
<resourceadapter-class> が指定されていない場合）
，スレッドプーリングを設定するプ
ロパティの値は無視されます。
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● ワーク管理で使用するスレッドのライフサイクル
ワーク管理機能で使用するスレッドのライフサイクルを次に図に示します。
スレッドのライフサイクルは，スレッドプールと実行中スレッドの状態によって異なり
ます。
図 9-33

図 9-34

スレッドのライフサイクル（スレッドプールに空きスレッドがなく，実行中の
スレッド数が MaxTPoolSize 未満の場合）

スレッドのライフサイクル（スレッドプールに空きスレッドがある場合）
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図 9-35

スレッドのライフサイクル（スレッドプールに空きスレッドがなく，実行中の
スレッド数が MaxTPoolSize に達している場合）

スレッドが生成されるのは，リソースアダプタによって scheduleWork メソッド，
startWork メソッドまたは doWork メソッドが呼び出された場合に，次の状態の両方に
当てはまるときです。
• スレッドプールに空きスレッドがない。
• WorkManager で実行中のスレッド数が MaxTPoolSize 未満である。
スレッドは，Work の処理が完了するとスレッドプールで実行待ち状態になります。次の
Work が登録されると，再度実行状態になります。
スレッドプール内で，TPoolKeepalive で指定した秒数が経過しても Work が割り当てら
れなかった場合，スレッドは解放されます。ただし，そのスレッドを解放することでス
レッドプール内のスレッド数が MinTPoolSize 未満になる場合は，解放されません。
● Message-driven Bean のインスタンスプールとスレッドプーリングとの関係
リソースアダプタが Work を使用して Message-driven Bean を呼び出す場合の動作は，
Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数と，リソースアダプタの
MaxTPoolSize の関係によって異なります。
Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数とリソースアダプタの
MaxTPoolSize の関係ごとの動作を次の表に示します。これは，一つのリソースアダプ
タから一つの Message-driven Bean を呼び出す場合の動作です。

658

9.

表 9-47

リソース接続とトランザクション管理

リソースアダプタが Work によって Message-driven Bean を呼び出すときの動
作

Message-driven Bean のインスタン
スプールの最大数とリソースアダ
プタの MaxTPoolSize の関係

動作

MaxTPoolSize>Message-driven
Bean のインスタンスプールの最大
数

Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数に達するま
で，Work から Message-driven Bean を実行できます。
Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数を超える数
の Work は，Message-driven Bean のインスタンスの取得待ちの
状態になります。

MaxTPoolSize=Message-driven
Bean のインスタンスプールの最大
数

Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数に達するま
で，Work から Message-driven Bean を実行できます。
Message-driven Bean のインスタンスプールの最大数を超える数
の Work に対しては，
javax.resource.spi.work.WorkRejectedException 例外がスローさ
れます。インスタンスの取得待ちにはなりません。

MaxTPoolSize<Message-driven
Bean のインスタンスプールの最大
数

同時に使用できる Message-driven Bean のインスタンス数は，
MaxTPoolSize の数になります。実行中の Work の数が
MaxTPoolSize に達するまで，Work から Message-driven Bean
を実行できます。
MaxTPoolSize を超える数の Work に対しては，
javax.resource.spi.work.WorkRejectedException 例外がスローさ
れます。実行待ちにはなりません。

ポイント
ワーク管理機能のスレッドプーリングはリソースアダプタ単位に設定します。一方，
Message-driven Bean のインスタンスプールは Message-driven Bean 単位に設定します。
リソースアダプタが複数の Message-driven Bean を呼び出す場合，リソースアダプタの
MaxTPoolSize には，それぞれの Message-driven Bean で必要なスレッド数を考慮して，合
計した値を設定してください。

（5） ワーク管理の開始処理と終了処理
ワーク管理の開始処理および終了処理は，ライフサイクル管理機能の開始処理および終
了処理のタイミングで実行されます。
それぞれの処理で実行されることを次に示します。
● 開始処理
ワーク管理の開始処理では，スレッドプーリングの設定に応じて，スレッドの生成が実
行されます。MinTPoolSize が 1 以上に設定されている場合は，MinTPoolSize 分のス
レッドが生成されて，空きスレッドとしてスレッドプールに格納されます。
● 終了処理
終了処理で実行される内容は，正常終了の場合と，異常終了または強制終了の場合とで

659

9. リソース接続とトランザクション管理

一部異なります。なお，異常終了とは，ResourceAdapter インタフェースの stop メソッ
ド実行時に例外がスローされる場合のことです。また，強制終了とは，cjstopapp -force
コマンドまたは cjstopapp -cancel コマンド実行の延長で実行される終了処理のことです。

参考
cjstopsv -f コマンドを実行した場合は，リソースアダプタの終了処理が実行されないで
J2EE サーバが停止されます。このため，ここで説明する処理は実行されません。

1. J2EE サーバから ResourceAdapter インタフェースの stop メソッドが呼び出され，リ
ソースアダプタに対して，停止処理が指示されます。
また，この処理の延長で Work の release メソッドが呼び出されて，Work が解放さ
れます。
2. リソースアダプタによって，新規の Work の受け付けが停止されます。
1. の処理を実行したあとなので，通常，Work の登録要求はありません。Work の登
録要求があった場合，例外として，javax.resource.spi.work.WorkRejectedException
がスローされます。
3. Work の処理完了が待機されます。
実行中の Work の run メソッドの実行がすべて完了するまで待機されます。

ポイント
• Work から呼び出している Message-driven Bean に対してメソッドキャンセルが実行され
ると，Message-driven Bean は強制終了します。ただし，その場合，実行中の Work の処
理は停止されません。
• Work から Message-driven Bean を呼び出している場合，リソースアダプタよりも先に
Message-driven Bean が終了します。Message-driven Bean 停止後に Work から
Message-driven Bean を呼び出したり，
javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpointFactory の createEndpoint メソッドを呼
び出したりすると，例外がスローされます。
詳細は，「9.13.3 メッセージインフロー」を参照してください。

（6） ワーク管理機能を使用するときの注意
• Work および WorkListener のメソッド内では，J2EE サーバの機能として，メッセー
ジインフロー規約に基づく Message-driven Bean の呼び出しだけが使用できます。
• Work および WorkListener のメソッドは，スレッドセーフにしてください。
• WorkListener のメソッドには，実行スレッドに依存した処理を実装しないでくださ
い。実行スレッドに依存した処理がある場合，動作は保証されません。
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メッセージインフロー

メッセージインフローは，リソースアダプタと Message-driven Bean 間の規約です。
Connector 1.5 仕様のリソースアダプタは，EIS などのメッセージプロバイダからのメッ
セージを受け付けて，アプリケーションサーバ上のメッセージエンドポイント
（Message-driven Bean）を動作させることができます。メッセージエンドポイントで
は，メッセージプロバイダから送信されたメッセージを，非同期に処理します。

（1） 前提条件
メッセージインフローは，リソースアダプタおよび Message-driven Bean が次の条件を
満たす場合に有効になります。
● メッセージインフローで呼び出される Message-driven Bean は，EJB 2.1 に準拠して
いる必要があります。
EJB 2.1 では，Message-driven Bean は javax.jms.MessageListener だけではなく，
任意のメッセージリスナを実装できます。メッセージリスナは，リソースアダプタと
Message-driven Bean 間のメッセージ配送に使用するリスナです。リソースアダプタ
がサポートしているメッセージリスナを Message-driven Bean に実装することで，汎
用的なメッセージ受信を実現できます。
EJB 2.0 の Message-driven Bean でメッセージインフローを実行しようとした場合，
アプリケーション開始時にエラーになり，開始に失敗します。この場合は，
KDJE42088-E のメッセージが出力されます。
● メッセージインフローを実行する場合，リソースアダプタおよび Message-driven
Bean の属性として，次の設定が必要です。
• 管理対象オブジェクトに設定する情報（リソースアダプタ）
• Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ（Message-driven Bean およ
びリソースアダプタ）
• ActivationSpec に設定する情報（Message-driven Bean）
• Message-driven Bean が使用するインタフェース（Message-driven Bean およびリ
ソースアダプタ）
メッセージインフローの処理を実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプリケー
ションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照
してください。

（2） メッセージインフローの制御の流れ
メッセージインフローを使用する場合の制御の流れを次の図に示します。
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図 9-36

メッセージインフローを使用する場合の制御の流れ

メッセージインフローを使用した場合に実行される制御について説明します。なお，項
番は図中の数字と対応しています。
1. アプリケーションの開始処理によって，リソースアダプタの ActivationSpecJavaBean
にプロパティが設定されます。
Message-driven Bean の属性の <activation-config> に指定した内容が設定されます。
2. J2EE サーバから endpointActivation メソッドが呼び出されます。これによって，リ
ソースアダプタにメッセージエンドポイントの開始が通知されます。
3. EIS からメッセージが送信されます。
4. リソースアダプタから MessageEndpointFactory に対して，createEndpoint メッセー
ジが呼び出されます。
5. MessageEndpointFactory がエンドポイントのプロキシを生成します。
6. リソースアダプタからエンドポイントのプロキシに対して，onMessage メソッドな
どのメッセージリスナのメソッドが呼び出されます。
7. エンドポイントのプロキシから Message-driven Bean に対して，onMessage メソッ
ドなどのメッセージリスナのメソッドが呼び出されます。
8. 処理が完了したら，J2EE サーバから endpointDeactivation メソッドが呼び出されま
す。これによって，リソースアダプタにメッセージエンドポイントの停止が通知され
ます。
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（3） メッセージエンドポイントのデプロイとアンデプロイ
ここでは，メッセージエンドポイントのデプロイとアンデプロイで実行される処理につ
いて説明します。
● メッセージエンドポイントのデプロイ
メッセージエンドポイントのデプロイ時に実行される処理について説明します。メッ
セージエンドポイントのデプロイは，リソースアダプタが開始済みの状態で，
Message-driven Bean を含むアプリケーションを開始したときに実行されます。
メッセージエンドポイントのデプロイ時の処理を次の図に示します。
図 9-37

メッセージエンドポイントのデプロイ時の処理

メッセージエンドポイントのデプロイで実行される処理について説明します。項番は図
中の番号に対応しています。
1. リソースアダプタが開始済みの状態で，Message-driven Bean を含む J2EE アプリ
ケーションを開始します。
2. J2EE サーバが，MessageEndpointFactory を生成します。
MessageEndpointFactory は，J2EE サーバが提供する
javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpointFactory のインスタンスです。
javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpointFactory はリソースアダプタにエンド
ポイントのインスタンスを提供するファクトリクラスです。
3. J2EE サーバが，ActivationSpec を生成します。
ActivationSpec は，Message-driven Bean（エンドポイント）の開始に必要な情報を
設定する JavaBean です。
4. J2EE サーバが，ActivationSpec のプロパティを設定します。
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ActivationSpec のプロパティに設定する情報は，Message-driven Bean を含むアプリ
ケーションの属性として設定した情報です。
5. J2EE サーバが，
javax.resource.spi.ResourceAdapter#endpointActivation(MessageEndpointFactory,
ActivationSpec) メソッドを呼び出します。
このとき，引数として，生成・設定した MessageEndpointFactory と
ActivationSpec のインスタンスが指定されます。なお，endpointActivation メソッド
の呼び出しで例外が発生した場合は，KDJE43174-E のメッセージが出力され，アプ
リケーションの開始が中止されます。
6. リソースアダプタは，5. のメソッドが呼び出されると，メッセージプロバイダからの
メッセージ受信に対する準備をします。
● メッセージエンドポイントのアンデプロイ
メッセージエンドポイントのアンデプロイ時に実行される処理について説明します。
メッセージエンドポイントのアンデプロイは，Message-driven Bean を含むアプリケー
ションを停止したときに実行されます。
メッセージエンドポイントのアンデプロイ時の処理を次の図に示します。
図 9-38

メッセージエンドポイントのアンデプロイ時の処理

メッセージエンドポイントのアンデプロイで実行される処理について説明します。項番
は図中の番号に対応しています。
1. Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーションを停止します。
2. J2EE サーバが，
javax.resource.spi.ResourceAdapter#endpointDeactivation(MessageEndpointFactory,
ActivationSpec) を呼び出します。
このとき，引数として，デプロイ時に指定した MessageEndpointFactory と
ActivationSpec と同じインスタンスが指定されます。なお，このメソッドの呼び出し
で例外が発生した場合，メッセージ KDJE43175-W が出力されます。ただし，例外
が発生した場合も，アプリケーションの停止処理は続行されます。
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3. リソースアダプタは，2. のメソッドが呼び出されると，メッセージプロバイダからの
メッセージ受信終了の処理をします。
● メッセージ配送をするときのリソースアダプタの処理
ここでは，メッセージ配送をするときのリソースアダプタの処理について説明します。
リソースアダプタからのメッセージエンドポイント（Message-driven Bean）の呼び出
しは，メッセージエンドポイントのプロキシを使用して実行されます。このプロキシは，
リソースアダプタから javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpointFactory の
createEndpoint メソッドを呼び出すことで得られます。

！

注意事項
アプリケーションの停止後に MessageEndpointFactory のメソッドを呼び出すと，
javax.resource.spi.UnavailableException 例外がスローされます。このとき，メッセージ
KDJE43177-E が出力されます。また，メッセージエンドポイントのメソッドを呼び出した
場合は，java.lang.IllegalStateException 例外がスローされます。このとき，メッセージ
KDJE43177-E が出力されます。

9.13.4

管理対象オブジェクトのルックアップ

管理対象オブジェクト（AdminObject）をルックアップによって取得できます。管理対
象オブジェクトは，J2EE アプリケーションの中からメッセージを送信したり，同期受信
したりする場合に，メッセージの送信先の情報を得るために必要です。管理対象オブ
ジェクトをルックアップするためには，リソースアダプタと J2EE アプリケーションの
設定が必要です。ここでは，設定の概要について説明します。

参考
管理対象オブジェクトの仕様は，リソースアダプタの仕様に依存します。詳細は，使用する
リソースアダプタの仕様に従ってください。

（1） ルックアップの対象にする管理対象オブジェクトの設定
ルックアップの対象にする管理対象オブジェクトの情報は，リソースアダプタのプロパ
ティとして設定します。リソースアダプタのプロパティは，Connector 属性ファイルで
設定します。
管理対象オブジェクトをルックアップの対象にする場合は，<adminobject-name> タグ
に管理対象オブジェクト名を必ず指定してください。管理対象オブジェクト名は，管理
対象オブジェクトがリソースアダプタごとに複数定義された場合に，管理対象オブジェ
クトを一意に識別するために使用されます。
設定項目については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダ
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プタのプロパティ定義でできることの説明を参照してください。

（2） J2EE アプリケーションの設定
管理対象オブジェクトをルックアップする J2EE アプリケーションの設定は，属性ファ
イルまたはアノテーションで設定できます。
（a） 属性ファイルを使用する場合
<resource-env-ref> タグ下の次の要素を設定します。
<resource-env-ref-name> タグ下にルックアップで使用する名称を指定します。
<resource-env-ref-type> タグ下に参照する管理対象オブジェクトの型を指定します。
<linked-adminobject> タグ下にリソースアダプタの管理対象オブジェクトの名前，リ
ソースアダプタの表示名を指定します。

！

注意事項
EJB 2.1 で管理対象オブジェクトを参照するための要素として規定されている
<message-destination-ref> タグは，Application Server では使用できません。

設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の J2EE アプリケー
ションのプロパティ定義で設定できることの説明を参照してください。
（b） アノテーションを使用する場合
@Resource の mappedName 属性に，ルックアップする管理対象オブジェクト名を指定
します。次の形式で指定します。リソースアダプタの表示名と管理対象オブジェクト名
を区切る区切り文字には「!#」を使用します。

@Resource(mappedName="リソースアダプタの表示名!#管理対象オブジェクト名")

9.13.5

コネクション定義の複数指定

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合，一つのリソースアダプ
タに対して複数のコネクション定義を指定できます。コネクションプールやログ出力な
どについての設定は，コネクション定義ごとに設定できます。
リソースアダプタ内のコネクション定義の識別には，コネクション定義識別子を使用し
ます。コネクション識別子は，DD 内の <connectionfactory-interface> の指定値です。
<connectionfactory-interface> の値は，リソースアダプタ内のコネクション定義ごとに
一意の値を持っています。
なお，リソースアダプタに含まれるコネクション定義ごとのコネクション定義識別子に
ついては，次のサーバ管理コマンドに -outbound オプションを指定して実行すると確認

666

9.

リソース接続とトランザクション管理

できます。
• cjlistapp コマンド（アプリケーションに含まれる RAR ファイルの場合）
• cjlistres コマンド
• cjlistrar コマンド
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を

参照してください。
ここでは，コネクション定義に指定できる要素と指定個所について説明します。また，
コネクション定義を複数指定する場合に留意することについて説明します。

（1） コネクション定義に指定できる要素と指定個所
ここでは，コネクション定義に指定できる要素と指定個所について説明します。
● DD での指定個所とコネクション定義に指定できる要素
コネクション定義は，Connector 1.5 仕様に対応した DD の，<connection-definition> 下
に指定します。<connection-definition> の下に指定する要素を次に示します。
• <managedconnectionfactory-class>
• <config-property>
• <connectionfactory-interface>
• <connectionfactory-impl-class>
• <connection-interface>
• <connection-impl-class>
● Connector 属性ファイルの階層構造とコネクション定義の対応
DD（ra.xml）の階層構造の変更に合わせて，属性ファイルにもコネクション定義に対応
する階層が追加されます。
J2EE サーバにインポート済みのリソースアダプタの場合，リソースアダプタのプロパ
ティの変更には，Connector 属性ファイルを使用します。Connector 属性ファイルに定
義した値は，サーバ管理コマンドを使用して J2EE サーバ上のリソースアダプタに反映
します。属性ファイルによるプロパティの設定手順については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
なお，リソースアダプタの動作に関連するプロパティには，コネクション定義ごとに定
義する項目と，リソースアダプタ全体に定義する項目があります。コネクション定義ご
とに指定する項目については，Connector 属性ファイルの
<outbound-resourceadapter>-<connection-definition> 下に指定します。リソースアダ
プタ全体に対して指定する項目については，<resourceadapter-runtime>-<property> 下
に指定します。
それぞれの項目の指定方法の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
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定義編」を参照してください。
● J2EE アプリケーションでのリンク解決の定義方法（<resource-ref>-<linked-to>，
<cmp-map>-<datasource-name> または mappedName での指定方法）
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを参照する J2EE アプリケーションで
は，リンク解決のために，J2EE アプリケーションがどのコネクション定義を参照するか
を定義する必要があります。
定義は，次のどれかの方法で指定します。
• J2EE アプリケーションの属性ファイル（WAR 属性ファイル，Session Bean 属性
ファイル，Entity Bean 属性ファイルまたは MessageDrivenBean 属性ファイル）の
<resource-ref>-<linked-to>
• J2EE アプリケーションの属性ファイル（Entity Bean 属性ファイル）の
<cmp-map>-<datasource-name>
• アノテーション @Resource の mappedName 属性

！

注意事項
参照先のリソースが Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタの場合は，必ずコネク
ション定義識別子を指定してください。指定を省略した場合，リンク解決に失敗します。ま
た，参照先のリソースが Connector 1.0 仕様に準拠したリソースアダプタの場合は，コネク
ション定義識別子を指定しないでください。指定した場合，リンク解決に失敗します。

コネクション定義識別子を含む参照先のリソースは，次の形式で指定します。

< リソースアダプタの表示名 >!< コネクション定義識別子 >

指定内容について説明します。
< リソースアダプタの表示名 >
参照先のリソースアダプタの DD（ra.xml）の <connector>-<display-name> 要素の
値です。
< コネクション定義識別子 >
参照先のリソースアダプタの DD（ra.xml）の
<connector>-<resourceadapter>-<outbound-resourceadapter>-<connection-definit
ion>-<connectionfactory-interface> 要素の値です。
なお，リソースアダプタの表示名およびコネクション定義識別子は，次のサーバ管理コ
マンドでも確認できます。
• cjlistapp コマンド（アプリケーションに含まれる RAR ファイルの場合）
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• cjlistres コマンド
• cjlistrar コマンド

（2） コネクションプールを使用する場合の留意事項
複数のコネクション定義が指定されているリソースアダプタでは，コネクションプール
をコネクション定義単位で管理できます。コネクションプールについての定義は，
Connector 属性ファイルの
<outbound-resourceadapter>-<connection-definition>-<connector-runtime>-<property
> 下の要素で指定して設定してください。
次に，コネクションプールが複数になる場合の留意事項について説明します。
● コネクションプールを対象にしたコマンドの実行
コネクションプールを対象にしたサーバ管理コマンドを実行するときには，どのコネク
ションプールを対象にするかを指定する必要があります。
次のコマンドを実行する場合には，コネクション定義識別子の指定が必要です。コネク
ション定義識別子は，これらのコマンドのオプションで指定します。
• cjclearpool コマンド
• cjlistpool コマンド
コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を

参照してください。

参考
コネクションプールのクラスタ化で使用するコマンドについては，対象になりません。コネ
クションプールのクラスタ化で使用するコマンドは，Cosminexus が提供しているリソース
アダプタだけで実行できます。

● コネクションプールのウォーミングアップ処理
コネクションプールのウォーミングアップ処理は，コネクション定義ごとに実行されま
す。
コネクションプールのウォーミングアップ処理が実行される場合に，特定のコネクショ
ン定義に対応するコネクションプールのウォーミングアップに失敗しても，それ以外の
コネクションプールに対するウォーミングアップ処理は継続されます。

（3） トランザクションリカバリをする場合の留意事項
トランザクションリカバリは，コネクション定義ごとに実行されます。このため，コネ
クション定義を複数指定した場合，OTS にはコネクション定義ごとにリソースが登録さ
れます。
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（4） リソースへの接続テストをする場合の留意事項
リソースアダプタの接続テストを実行する場合，特定のコネクション定義に対する接続
テストでエラーが発生した場合も，処理は中止されません。すべてのコネクション定義
に対して接続テストが実行されます。ただし，どれかのコネクション定義でエラーが発
生した場合，コマンドの戻り値は異常終了を示す戻り値になります。

（5） 稼働情報およびリソース枯渇監視情報を出力する場合の留意事項
コネクション定義が複数指定されている場合，稼働情報およびリソース枯渇監視情報は
次のように出力されます。
稼働情報（稼働情報ファイルに出力される情報）
一つ目のコネクション定義についての情報だけが出力されます。一つ目のコネク
ション定義とは，DD（ra.xml）で最初に定義されているコネクション定義です。
稼働情報（運用管理コマンドを使用して出力する情報）
出力できません。Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタについての稼働情
報を出力しようとした場合，出力内容は保証されません。
リソース枯渇監視情報
リソースアダプタに指定されているすべてのコネクション定義の情報が出力されま
す。

（6） リソースアダプタの稼働ログを出力する場合の留意事項
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタの稼働ログを出力する場合，出力ファイ
ルのファイル名は，次の形式になります。

< リソースアダプタの表示名 >_< コネクション定義の並び順 >_< ログファイルの通番 >.log

< コネクション定義の並び順 > は，DD（ra.xml）内で，対応する
<connection-definition> が出現した順番（1，2，...）に対応します。

（7） 移行コマンドでの対応についての留意事項
cjrarupdate（リソースアダプタのバージョンアップ）を実行しても，Connector 1.0 仕
様のリソースアダプタの DD は，Connector 1.5 仕様のリソースアダプタの DD には書き
換えられません。

9.13.6

Application Server 独自の Connector 1.5 API 仕様

ここでは，Connector 1.5 で仕様のインタフェースに対して，Application Server 独自で
規定した仕様について説明します。
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（1） javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpointFactory インタフェー
ス
Cosminexus では，二つのメソッドの仕様を規定しています。
（a） createEndpoint メソッド
形式
public MessageEndpoint createEndpoint(XAResource xaResource)
throws UnavailableException
Application Server 独自の仕様
• 引数 xaResource に XAResource インスタンスを指定しても，無視されます。
• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処理を開始したあとでこのメソッドが
呼び出された場合は，javax.resource.spi.UnavailableException がスローされま
す。
• このメソッドの中で Message-driven Bean のインタスタンス取得処理が実行され
ます。Message-driven Bean のインスタンスプールの上限に達していた場合は，
Message-driven Bean のインスタンスを取得できるか，J2EE アプリケーション
が停止するまで，メソッドがリターンされません。
例外
Application Server で規定した例外の動作について示します。
例外
javax.resource.spi.UnavailableException

例外が発生するタイミング
• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処
理を開始したあとでこのメソッドが呼び出し
た場合
• Message-driven Bean のインスタンスの取得
に失敗した場合

（b） isDeliveryTransacted メソッド
形式
public boolean isDeliveryTransacted(Method method) throws
NoSuchMethodException
Application Server 独自の仕様
Application Server では Connector 1.5 仕様のリソースアダプタに対して CMT をサ
ポートしていません。このため，常に false が返却されます。

（2） javax.resource.spi.endpoint.MessageEndpoint インタフェース
Application Server では，三つのメソッドの仕様を規定しています。
（a） beforeDelivery メソッド
形式
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public void beforeDelivery(Method method) throws
NoSuchMethodException, ResourceException
Application Server 独自の仕様
例外について規定しています。
例外
Application Server で規定した例外の動作について示します。
例外

例外が発生するタイミング

java.lang.IllegalStateException

• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処
理を開始したあとでメッセージリスナのメ
ソッドを呼び出した場合
• release() メソッドがすでに呼び出されている
場合

javax.resource.spi.IllegalStateException

• 不正な順序で呼び出した場合
（beforeDelivery メソッド呼び出し後に再度
beforeDelivery メソッドを呼び出した場合。
またはメッセージリスナのメソッドの呼び出
し後に beforeDelivery メソッドを呼び出した
場合）

javax.resource.spi.UnavailableException

• 予期しない例外が発生した場合

（b） afterDelivery メソッド
形式
public void afterDelivery() throws ResourceException
Application Server 独自の仕様
例外について規定しています。
例外
Application Server で規定した例外の動作について示します。
例外

例外が発生するタイミング

java.lang.IllegalStateException

• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処
理を開始したあとでメッセージリスナのメ
ソッドを呼び出した場合
• release() メソッドがすでに呼び出されている
場合

javax.resource.spi.IllegalStateException

• 不正な順序で呼び出した場合（Option B ※の
メッセージリスナのメソッド呼び出し後以外
のタイミングで afterDelivery() を呼び出した
場合）

javax.resource.spi.UnavailableException

• 予期しない例外が発生した場合

注※
Connector 1.5 仕様に記述されているメッセージ配送オプションです。
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（c） release メソッド
形式
public void release()
Application Server 独自の仕様
このメソッドを呼び出すと，エンドポイントに対応づけられた Message-driven
Bean のインスタンスが解放され，インスタンスプールに戻ります。
エンドポイントを使用し終わったら，必ずこのメソッドを呼び出して，
Message-driven Bean をインスタンスプールに戻すように実装してください。
例外
Application Server で規定した例外の動作について示します。
例外
java.lang.IllegalStateException

例外が発生するタイミング
• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処
理を開始したあとでメッセージリスナのメ
ソッドを呼び出した場合
• release() メソッドがすでに呼び出されている
場合

（3） メッセージリスナのメソッド
インタフェースはメッセージリスナのインタフェースで定義されます。ここでは，
Application Server で規定した例外の動作について示します。
例外

例外が発生するタイミング

メッセージリスナのインタフェースに指定さ
れた例外

• Message-driven Bean の実行時（システム例
外が発生した時以外）

javax.ejb.EJBException

• Message-driven Bean の実行時（システム例
外が発生した時）

java.lang.IllegalStateException

• EJB を含む J2EE アプリケーションの停止処
理を開始したあとでメッセージリスナのメ
ソッドを呼び出した場合
• release() メソッドがすでに呼び出されている
場合
• 不正な順序で呼び出した場合（Option B ※の
メッセージ配送で，メッセージリスナのメ
ソッドを呼び出したあと，続けてメッセージ
リスナのメソッドを呼び出した場合）

注※
Connector 1.5 仕様に記述されているメッセージ配送オプションです。
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9.13.7

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使
用する場合の注意事項

Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用する場合の注意事項について説明
します。注意事項はリソースアダプタの使用方法によって異なります。

（1） J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用する場合（J2EE ア
プリケーションに含めないで使用する場合）
管理対象オブジェクトをアノテーションで指定する場合は，コンテナ拡張ライブラリに
管理対象オブジェクトのインタフェースを追加する必要があります。
コンテナ拡張ライブラリについては，「10.

コンテナ拡張ライブラリ」を参照してくだ

さい。

（2） J2EE アプリケーションに含めて使用する場合
● リロード機能を使用する場合は，次のクラス（インタフェース）をコンテナ拡張ライ
ブラリに追加する必要があります。
• javax.resource.spi.ActivationSpec インタフェースの実装クラス
• リソースアダプタがサポートするメッセージリスナのインタフェース
● 管理対象オブジェクトをアノテーションで指定する場合は，コンテナ拡張ライブラリ
に管理対象オブジェクトのインタフェースを追加する必要があります。
コンテナ拡張ライブラリについては，「10.
さい。
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9.14 リソースへの接続テスト
リソースアダプタのプロパティ設定後，設定した内容が正しいかどうか，検証すること
ができます。これを接続テスト機能といいます。接続テストで検証される内容は，接続
するリソースごとに異なります。リソースごとの接続テストでの検証内容を，次の表に
示します。
なお，接続テストの実行手順や，リソースアダプタの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
表 9-48
リソースの種
類
データベース

接続テストでの検証内容
接続方法
DB Connector

接続テストでの検証内容
• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ
•
•
•
•

と※ 1 ※ 2
DB Connector の設定が正しいこと
使用する JDBC ドライバの設定が正しいこと
データベースとの接続を確立できること
SQL 発行が成功すること

DB Connector
（コネクション
プールのクラスタ
化機能を使用した
場合のルートリ
ソースアダプタ）

• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ
と※ 1
• DB Connector の設定が正しいこと
• ルートリソースアダプタの開始に必要な設定がされているこ
と※ 3

DB Connector
（コネクション
プールのクラスタ
化機能を使用した
場合のメンバリ
ソースアダプタ）

• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ
と※ 1
• DB Connector の設定が正しいこと
• Oracle JDBC Thin Driver の設定が正しいこと
• データベースとの接続を確立できること
• SQL 発行が成功すること
• メンバリソースアダプタの前提となる機能を使用しているこ
と※ 4
• メンバリソースアダプタで使用できない機能を使用していな
いこと※ 4
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リソースの種
類
データベース
上のキュー

接続方法
Cosminexus RM

接続テストでの検証内容
• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ

•

と※ 1
Cosminexus RM の設定が正しいこと
連携する DB Connector for Cosminexus RM が開始している
こと
連携する DB Connector for Cosminexus RM の設定が正しい
こと
使用するデータベースとの接続を確立できること

DB Connector for
Cosminexus RM

•
•
•
•
•
•
•

DB Connector for Cosminexus RM の設定が正しいこと
DB Connector for Cosminexus RM が開始していること
連携する Cosminexus RM の設定が正しいこと
連携する Cosminexus RM が開始していること
使用する JDBC ドライバの設定が正しいこと
使用するデータベースとの接続を確立できること
SQL 発行が成功すること

TP1/Message
Queue - Access

• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ
と※ 1
• TP1/Message Queue - Access の設定が正しいこと
• TP1/Message Queue - Access が，TP1/Message Queue との
接続を確立できること

uCosminexus
TP1 Connector

• 1.4 モードであること
• 指定されたトランザクションサポートレベルが使用できるこ

•
•
•

OpenTP1

と※ 1
• uCosminexus TP1 Connector の設定が正しいこと
SMTP サーバ

メールコンフィグ
レーション

• SMTP サーバへの接続を確立できること

そのほか

日立製以外のリ
ソースアダプタ

• 1.4 モードであること
• リソースへの接続を確立できること※ 5
（javax.resource.spi.ManagedConnectionFactory の実装クラ
スの createManagedConnection メソッド呼び出しが成功す
ることによって，リソースとの接続が確立できたものとしま
す）
。
• Connector1.5 に準拠したリソースアダプタの場合は，リソー
スアダプタを開始していないときに，開始と停止ができるこ
と（javax.resource.spi.ResourceAdapter の実装クラスの
start メソッドおよび stop メソッド呼出しが成功することに
よって，リソースアダプタを開始・停止できたものとしま
す）。

注※ 1
リソースアダプタのトランザクションサポートレベルにグローバルトランザクション
（XATransaction）が指定されている場合は，usrconf.properties の
ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled キーが true になっていれば使用できます。な
お，トランザクションサポートレベルについては，
「9.3.3
クションの種類」を参照してください。
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注※ 2
接続先のデータベースが XDM/RD E2 のときは，グローバルトランザクション
（XATransaction）は使用できません。トランザクションリカバリ用の物理コネクションの取得
に失敗するため，DB Connector の開始ができません。
注※ 3
ルートリソースアダプタの開始に必要な設定については，マニュアル「Cosminexus

アプリ

ケーション設定操作ガイド」を参照してください。
注※ 4
メンバリソースアダプタの前提となる機能，および使用できない機能については，「9.12.3

使

用するリソースアダプタ」を参照してください。
注※ 5
Outbound の通信をする場合にリソースとの接続に必要なコネクション定義がないときは，
メッセージ KDJE48606-E が出力されてテストに失敗します。
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9.15 ファイアウォール環境での運用のための
機能
ファイアウォールをシステムに組み込んで運用する場合，通信に使用するポートを固定
し，固定したポートを使用した通信だけを許可する必要があります。

参考
コネクションスイーパによる通信性能低下の回避
ファイアウォールには，一定時間以上無通信のセッションを強制切断する機能を持つものが
あります。ファイアウォールがアプリケーションサーバとデータベースサーバの間に配置さ
れていて，コネクションプールが有効の場合には，しばらくの間使用されなかったコネク
ションがファイアウォールによって切断されることがあります。その後の切断されたコネク
ションの使用は，長時間の待ちが発生します。この現象は，ファイアウォールの無通信切断
時間よりも早い時間で未使用コネクションを破棄するようにコネクションスイーパ機能を設
定することで回避できます。

9.15.1

トランザクションリカバリ用通信ポート

グローバルトランザクションを使用する場合，トランザクションリカバリ処理用の通信
ポートを使用します。ファイアウォールをシステムに組み込んで運用する場合，ファイ
アウォールの構成によっては，このポートの通信を許可する必要があります。デフォル
トではポート番号として 20302 が使用されますが，変更することもできます。
トランザクションリカバリ用通信ポートの設定は，J2EE サーバのプロパティをカスタマ
イズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus

9.15.2

システム構築ガイド」を参照してください。

スマートエージェントが使用する通信ポート

TPBroker のスマートエージェント（OSAgent）は通信ポートを使用します。ファイア
ウォールをシステムに組み込んで運用する場合，ファイアウォールの構成によっては，
このポートを使用する通信を許可する必要があります。
スマートエージェントが使用する通信ポートの設定は，J2EE サーバのプロパティをカス
タマイズして設定します。J2EE サーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
なお，J2EE サーバのプロパティに設定した通信ポートは，環境変数 OSAGENT_PORT
にも指定する必要があります。J2EE サーバのプロパティと，環境変数
OSAGENT_PORT には，必ず，同じ値を設定してください。
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9.16 リソースに接続するための実装
アプリケーションからリソースに接続するには，Enterprise Bean やサーブレットでリ
ソースへの参照を取得する必要があります。リソースへの参照を取得する方法として，
ルックアップを使用する方法と DI（Dependency Injection）を使用する方法がありま
す。
ここでは，アプリケーションからリソースに接続する手順と，リソースへのサインオン
方式について説明します。

9.16.1

アプリケーションからリソースに接続する手順

ルックアップを使用する場合，次の手順でアプリケーションからリソースに接続します。
1. リソースに接続するコネクションを取得するためのファクトリクラスを，JNDI を使
用してルックアップします。
ルックアップする名前は，Enterprise Bean やサーブレットの DD で指定します。該
当するタグは <resource-ref> タグ中の <res-ref-name> タグです。
2. コネクションのファクトリクラスを使用して，コネクションを取得します。
3. 取得したコネクションを使用して，リソースに接続します。
4. 使用済みのコネクションをクローズします。
コネクションプーリングを使用している場合は，手順 2. でプーリングされているコネク
ションが取得され，手順 4. でコネクションがプールに返却されます。ユーザプログラム
でコネクションプーリングを意識したコーディングは必要ありません。
DI を使用してリソースへの参照を取得する場合，DD の定義は不要となります。DI の概
要および DI 使用時の注意事項については，
「5.2.5 DI の使用」を参照してください。

！

注意事項
ユーザプログラムでリソースへのコネクションを取得した場合，使用後には必ずクローズし
てください。具体的には，例外などが発生した場合にも必ずクローズするように，finally 節
でコネクションをクローズしてください。
なお，finalize メソッドが呼ばれるタイミングは JavaVM のガーベージコレクションのタイ
ミングに依存するので，finalize メソッドでコネクションをクローズする設計にはしないで
ください。ユーザプログラムでコネクションが正しくクローズされない場合，取得できるコ
ネクションの最大数に達してしまい，それ以上のコネクションが取得できなくなるおそれが
あります。

9.16.2

リソースへのサインオン方式

リソースにサインオンするには，次のどちらかの方式を選択します。
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● コンテナ管理サインオン
アプリケーションサーバで自動的にサインオンする方式です。この方式を使用する場
合，リソースアダプタごとにユーザ名とパスワードを設定しておけば，コネクション
取得時に，アプリケーションサーバによって自動的にユーザ名とパスワードがリソー
スに伝達されます。
コンテナ管理サインオンを使用するには，Enterprise Bean やサーブレットの DD の，
<resource-ref> タグ中の <res-auth> タグに，Container を指定してください。
● コンポーネント管理サインオン
ユーザプログラムでリソースにサインオンする方式です。この方式を使用する場合，
コネクションを取得するときのユーザ名とパスワードをユーザプログラムで指定しま
す。
（例）DB Connector の場合
DataSource クラスの getConnection を呼び出すときに，引数でユーザ名とパス
ワードを指定します。
コンポーネント管理サインオンを使用するには，Enterprise Bean やサーブレットの
DD の <resource-ref> タグ中の <res-auth> タグに，Application を指定してくださ
い。
コネクションプーリングを使用する場合は，コネクションを効率良く再利用できるコン
テナ管理サインオンの使用をお勧めします。
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9.17 トランザクション管理機能の実装
トランザクション管理機能として，次に示す場合の処理概要と実装時の留意点を説明し
ます。
• コンテナ管理のトランザクション（CMT）を使用する場合
• UserTransaction インタフェースを使用する場合
• リソースアダプタ固有のトランザクション管理インタフェースを使用する場合
EJB クライアントでのトランザクションの実装方法については，「6.4

EJB クライアン

トアプリケーションでのトランザクションの実装」を参照してください。

9.17.1

コンテナ管理のトランザクション（CMT）を使用す
る場合の処理概要と留意点

コンテナ管理のトランザクションを使用すれば，Enterprise Bean のビジネスメソッドが
呼ばれる直前に自動的にトランザクションを開始し，ビジネスメソッドの処理が終了し
た直後に自動的にトランザクションをコミットできます。ユーザプログラムのコーディ
ングとしてトランザクション管理処理をまったく記述する必要がなく，容易にリソース
へのアクセスのトランザクションを管理できます。
コンテナ管理のトランザクションを使用する場合のシーケンスを示します。
図 9-39

コンテナ管理のトランザクション使用時のシーケンス

コンテナ管理のトランザクションを使用する場合，次の点に留意して実装してください。
• コンテナ管理のトランザクションを使用する場合，Enterprise Bean のメソッドごと
にトランザクション属性を指定できます。指定できるのは，Required，
RequiresNew，Mandatory，Supports，NotSupported，Never のどれかです。トラ
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ンザクションを使用する場合，DD の <transaction-type> タグに Container を指定
し，メソッドごとのトランザクション属性は <trans-attribute> タグに指定します。
また，DD を使用しないで，アノテーションで定義することもできます。トランザク
ション属性の詳細については，
「5.5.2 CMT」を参照してください。アノテーション
については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してくださ

い。
• トランザクションを開始したあとのビジネスメソッドの中でリソースにアクセスした
場合には，そのリソースアクセスは自動的にトランザクション管理がされます。
• トランザクション開始後に複数のリソースへアクセスする場合は，グローバルトラン
ザクションに対応したリソースアダプタを使用し，リソースアダプタのトランザク
ションサポートレベルを XATransaction に設定する必要があります。
• コンテナ管理のトランザクションを使用する場合，ユーザプログラムのコーディング
としてトランザクション管理のための処理を記述する必要はありません。
• コンテナ管理のトランザクションは Enterprise Bean で使用できます。サーブレット
および JSP では使用できません。

9.17.2

UserTransaction インタフェースを使用する場合の処
理概要と留意点

UserTransaction インタフェースを使用すれば，ユーザプログラムからトランザクショ
ンマネージャに対して，トランザクションの開始，決着の指示を出すことができます。
ユーザプログラムで，トランザクションの細かい制御をしたい場合には，この方法を使
用します。
ユーザプログラムからトランザクションマネージャに対して，トランザクションの開始，
決着を指示する手順を示します。
1. UserTransaction オブジェクトを取得します。
UserTransaction オブジェクトを取得するには，次の方法があります。
• ネーミングサービスから JNDI を使用して "java:comp/UserTransaction" をルック
アップする方法
• EJBContext インタフェースの getUserTransaction メソッドを呼び出して取得す
る方法
• DI を使用して取得する方法
2. UserTransaction オブジェクトの begin メソッドを呼び出して，トランザクションを
開始します。
3. リソースにアクセスします。
4. UserTransaction オブジェクトの commit メソッドまたは rollback メソッドを呼び出し
て，トランザクションを決着します。
UserTransaction インタフェースを使用する場合のシーケンスを示します。
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UserTransaction インタフェース使用時のシーケンス

UserTransaction インタフェースを使用する場合，次の点に留意して実装してください。
• UserTransaction インタフェースを使用する場合，DD の <transaction-type> タグに
Bean を指定します。また，DD を使用しないで，アノテーションで定義することもで
きます。アノテーションについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定

義編」を参照してください。
• トランザクションを開始後にリソースにアクセスした場合には，そのリソースアクセ
スは自動的にトランザクション管理されます。
• トランザクション開始後に複数のリソースへアクセスする場合は，グローバルトラン
ザクションに対応したリソースアダプタを使用し，リソースアダプタのトランザク
ションサポートレベルを XATransaction に設定する必要があります。
• Enterprise Bean，サーブレット，および JSP で使用できます。
• UserTransaction インタフェースを使用して，ユーザプログラムで開始したトランザ
クションは，例外などが発生した場合にも，ユーザプログラムで commit または
rollback を発行して決着させる必要があります。決着させなかった場合，リソースの
ロックが解放されない，または次のトランザクションが開始できないなどの問題が発
生するおそれがあります。
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9.17.3

リソースアダプタ固有のトランザクション管理イン
タフェースを使用する場合の処理概要と留意点

リソースアダプタ固有のインタフェースを使用して，ユーザプログラムが直接リソース
のトランザクションを制御することもできます。例えば，DB Connector であれば，
Connection インタフェースの setAutoCommit メソッド，commit メソッド，および
rollback メソッドを使用して，ユーザプログラムが直接リソースのトランザクションを
制御できます。
リソースアダプタ固有のトランザクション管理インタフェースを使用する場合のシーケ
ンスを示します。
図 9-41

リソースアダプタ固有のトランザクション管理インタフェース使用時のシーケ
ンス

リソースアダプタ固有のトランザクション管理インタフェースを使用する場合，次の点
に留意して実装してください。
• トランザクションマネージャが提供するトランザクションタイムアウトなどの機能は
使用できません。
• 複数のリソースへのアクセスをトランザクション管理することはできません。
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トランザクションを使用しない場合の処理概要と留
意点

リソースへのアクセスをトランザクション管理しないこともできます。リソースに対し
て参照しかしない場合などには，トランザクション管理のコストを削減するために，こ
の方法を使用できます。
トランザクションを使用しない場合のシーケンスを示します。
図 9-42

トランザクション未使用時のシーケンス

トランザクションを使用しない場合，次の点に留意して実装してください。
• Enterprise Bean の DD の <transaction-type> タグに Container を指定して，
<trans-attribute> タグに NotSupported，Never のどちらかを指定すれば，トランザ
クションは使用されません。また，DD を使用しないで，アノテーションで定義する
こともできます。トランザクション属性の詳細については，「5.5.2

CMT」を参照し

てください。アノテーションについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
定義編」を参照してください。
• Enterprise Bean の DD の <transaction-type> タグに Bean を指定して，
UserTransaction オブジェクトの begin メソッドを呼び出さなければ，トランザク
ションは使用されません。また，DD を使用しないで，アノテーションで定義するこ
ともできます。アノテーションについては，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス 定義編」を参照してください。
• サーブレットおよび JSP で UserTransaction オブジェクトの begin メソッドを呼び出
さなければ，トランザクションは使用されません。
• 特定のリソースアダプタへのアクセスだけをトランザクションで管理しないこともで
きます。これを実現するには，トランザクションで管理しないリソースアダプタのト
ランザクションサポートレベルを NoTransaction に設定します。トランザクションサ
ポートレベルを NoTransaction に設定したリソースアダプタでは，トランザクション
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開始後にリソースにアクセスしてもトランザクション管理の対象とはなりません。

9.17.5

JTA によるトランザクション実装時の注意事項

JTA を使用してトランザクションを実装したプログラムの処理の内容，および動作を次
の表に示します。
表 9-49

JTA の動作
処理の内容

• EJB 呼び出しで，java.rmi.RemoteException ま
たは java.rmi.RemoteException を継承した例外
が発生した場合
• CORBA のシステム例外が発生した場合

動作
クライアント側のトランザクションをロールバッ
クにマークするかしないかは，プロパティ
（ejbserver.distributedtx.rollbackClientTxOnSy
stemException）の設定で変わります。プロパ
ティの設定値とその動作については，「9.3.5 シ
ステム例外発生時のトランザクションの動作」を
参照してください。

トランザクションタイムアウト発生後に，
javax.transaction.UserTransaction.commit メ
ソッドを呼び出した場合

javax.transaction.RollbackException 例外が発生
します。ただし，トランザクションタイムアウト
が発生したあと，2 回以上
UserTransaction.commit メソッドを呼び出すと，
2 回目以降は java.lang.IllegalStateException 例
外が発生します。

トランザクションタイムアウト発生後に
javax.transaction.UserTransaction.rollback メ
ソッドを呼び出した場合

例外は発生しません。

トランザクションタイムアウト後の
javax.transaction.UserTransaction.getStatus メ
ソッドの戻り値

javax.transaction.Status.STATUS_ROLLEDBA
CK が返されます。ただし，
UserTransaction.commit メソッド，または
UserTransaction.rollback メソッドを呼び出した
あとは，
javax.transaction.Status.STATUS_NO_TRANSA
CTION が返されます。

javax.ejb.SessionSynchronization を実装した
EJB の beforeCompletion メソッド，または
afterCompletion メソッドからの EJB 呼び出し

例外が発生することなく，呼び出すことができま
す。
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9.18 EJB クライアントアプリケーションでト
ランザクションを開始する場合の注意事項
この節では，EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合の
注意事項について説明します。

ポイント
EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始できるのは，EJB クライア
ントマシンに Application Server をインストールしている場合です。uCosminexus Client
をインストールした EJB クライアントマシンでは，EJB クライアントアプリケーションで
トランザクションを開始することはできません。

EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始した場合，グローバルト
ランザクションを使用してアプリケーションサーバ側の EJB を呼び出せます。このと
き，トランザクションマネジャとトランザクションサービスは，EJB クライアントとア
プリケーションサーバ間でトランザクションを伝播し，最終的に 2 フェーズコミットを
実行します。
EJB クライアントアプリケーションで開始したトランザクション内では，アプリケー
ションサーバ上の複数の EJB を呼び出せます。アプリケーションサーバ側では，複数の
リソースにアクセスできます。なお，EJB クライアントアプリケーションからリソース
に直接アクセスすることはできません。
ここでは，EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合に注
意することについて説明します。

9.18.1

アプリケーション開発時の注意事項

EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合に，アプリケー
ション開発時に注意することを次に示します。EJB クライアントアプリケーションでの
トランザクションの実装については，
「6.4

EJB クライアントアプリケーションでのト

ランザクションの実装」を参照してください。
• EJB クライアントアプリケーションでグローバルトランザクションを使用するには，
EJB クライアントアプリケーション起動直後に，EJB クライアントアプリケーション
で使用するサービスを初期化するための処理をユーザプログラムから呼び出す必要が
あります。この初期化処理を呼び出すことで，トランザクションマネジャとトランザ
クションサービスが初期化されます。初期化処理としては，EJBClientInitializer ク
ラスの initialize() メソッドを呼び出してください。
• トランザクション処理中に EJB クライアントアプリケーションが異常終了した場合
も，サービスを初期化するための処理をユーザプログラムで呼び出すことによって，
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トランザクションのリカバリ処理が開始できるようになります。なお，リカバリ処理
はバックグラウンドで実行されるため，initialize() メソッドはリカバリ処理の完了を
待たないでリターンします。EJB クライアントアプリケーションの再起動によってグ
ローバルトランザクションのリカバリ処理が開始するように，EJB クライアントアプ
リケーションを設計してください。
• EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始している場合，必ずす
べてのトランザクションを決着させてから，EJB クライアントアプリケーションが停
止するように設計してください。トランザクションの決着処理を待たないで EJB クラ
イアントアプリケーションが停止すると，未決着トランザクションがトランザクショ
ン内に残留するおそれがあります。この状態になると，アプリケーションサーバの正
常停止やリソースアダプタの停止ができなくなったり，リソースのロックが解除され
なくなったりする場合があります。

9.18.2

システム構築時の注意事項

EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合に，システム構
築時に注意することを次に示します。EJB クライアントアプリケーションのトランザク
ションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照して
ください。
• EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始する場合，グローバル
トランザクションを使用するために，アプリケーションサーバ側でライトトランザク
ション機能を無効に設定する必要があります（デフォルトでは有効になっています）
。
• 呼び出される EJB を，EJB コンテナで管理するトランザクション（CMT）で
Mandatory 属性，Required 属性，Supports 属性などに指定すると，EJB クライアン
トアプリケーション側で開始したトランザクションの範囲内で実行されます。

9.18.3

システム運用時の注意事項

EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始した場合に，運用時に注
意することを次に示します。
• EJB クライアントアプリケーションの停止後に，アプリケーションサーバやリソース
アダプタを停止できない場合は，未決着トランザクションがトランザクション内に残
留しているおそれがあります。この場合，EJB クライアントアプリケーションを再起
動して，グローバルトランザクションのリカバリ処理を実施してください。
なお，リカバリ処理は，EJB クライアントアプリケーション内で，再起動後にサービ
スの初期化処理を呼び出されることで実行されます。
• トランザクション処理中に障害などの理由で EJB クライアントマシンがダウンした場
合は，EJB クライアントアプリケーションを再起動して，グローバルトランザクショ
ンのリカバリ処理を実施する必要があります。
• EJB クライアントアプリケーションで開始したトランザクションは，メソッドキャン
セル機能を使用して強制決着させることはできません。
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• サービスの初期化処理で例外が発生した場合，EJB クライアントアプリケーションの
実行時のシステムプロパティなどが正しく設定されていないおそれがあります。例外
メッセージに従って対処してください。
• EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを開始した場合，JTA や
OTS が出力する性能解析トレースにルートアプリケーション情報やクライアントアプ
リケーション情報が含まれません。リクエストをトレースする場合には，スレッドの
ハッシュコードや XID の情報を使用してください。
また，トランザクションタイムアウトが発生した時に出力されるメッセージには，
ルートアプリケーション情報の代わりに，トランザクションを開始したスレッドの
ハッシュコードが含まれています。この情報を使用してトレースすることもできます。

689

10

コンテナ拡張ライブラリ
この章では，コンテナ拡張ライブラリの機能について説明しま
す。
Cosminexus では，Enterprise Bean やサーブレットから共通
して使用するライブラリを，コンテナ拡張ライブラリとして利
用できます。

10.1 コンテナ拡張ライブラリの利用
10.2 コンテナ拡張ライブラリの利用の指針
10.3 コンテナ拡張ライブラリ利用の流れ
10.4 サーバ起動・停止フック機能の実装
10.5 スマートエージェント経由での CORBA オブジェクトの呼び出し
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10.1 コンテナ拡張ライブラリの利用
Cosminexus では，EJB-JAR と WAR 間で共通に利用したい処理がある場合や，異なる
EAR 間で共通に利用したい処理がある場合に，ユーザ作成のライブラリを利用できま
す。ユーザ作成のライブラリを利用することで，サーブレット，JSP，および
Enterprise Bean の機能を拡張できます。
サーブレット，JSP，および Enterprise Bean が共通に利用できるライブラリをコンテ
ナ拡張ライブラリといいます。このライブラリを利用することで，Enterprise Bean，
サーブレット，JSP から共通して，ユーザ作成のライブラリを呼び出せるようになりま
す。
また，サーバ起動・停止フック機能を利用することで，サーバの起動，終了時にコンテ
ナ拡張ライブラリが呼び出されるようにできます。また，コンテナ拡張ライブラリで使
用する JNI 機能の初期化などを行うことができます。
コンテナ拡張ライブラリを使用するためには，ライブラリを一つの JAR ファイルにまと
め，コンテナ拡張ライブラリを使用するための設定を usrconf.cfg で定義します。また，
コンテナ拡張ライブラリが JNI を利用する場合は，サーバ起動・停止フック機能を使用
するための設定も必要です。
コンテナ拡張ライブラリの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガ
イド」を参照してください。
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10.2 コンテナ拡張ライブラリの利用の指針
コンテナ拡張ライブラリを利用するかどうかの検討方法，およびコンテナ拡張ライブラ
リ機能利用時の制限事項について説明します。

10.2.1

コンテナ拡張ライブラリ利用の検討

処理の種類に応じて検討する方法と，処理の内容に応じて検討する方法について説明し
ます。

（1） 処理の種類による検討
まず，処理を次の 3 種類に分類し，コンテナ拡張ライブラリを利用するかどうかを検討
します。コンテナ拡張ライブラリを利用しない場合は，EJB-JAR ファイル，WAR ファ
イル，またはライブラリ JAR に共通のライブラリを含めます。
● 業務処理
業務ごとに処理が異なるため，EJB-JAR ファイル，または WAR ファイルに含めま
す。コンテナ拡張ライブラリを利用する必要はありません。
● EJB-JAR ファイルおよび WAR ファイル間の共通処理
複数の EJB-JAR ファイルや WAR ファイルに含まれる，Enterprise Bean，サーブ
レット，JSP，業務処理が共通に利用できる処理がある場合，ライブラリ JAR を利用
します。ライブラリ JAR を利用できない場合は，共通処理のクラスを作成して，コン
テナ拡張ライブラリを利用します。
● EAR 間の共通処理
複数の EAR に含まれる，EJB-JAR，WAR が共通に利用できる処理がある場合，ライ
ブラリ JAR を利用します。ライブラリ JAR を利用できない場合は，共通処理のクラ
スを作成して，コンテナ拡張ライブラリを利用します。

（2） 処理の内容による検討
Enterprise Bean，サーブレット，JSP での操作内容を次のように分類し，それぞれコン
テナ拡張ライブラリを使用するかどうかを検討します。コンテナ拡張ライブラリを利用
するかどうかの指針を次の表に示します。
表 10-1

操作内容ごとのコンテナ拡張ライブラリの利用の指針
操作内容

コンテナ拡張ライ
ブラリ

EJB-JAR ファイル
または WAR ファイ
ル

ライブラリ
JAR

ファイルやディレクトリへのアクセス操
作

○

×

×

JNI の利用による操作※

○

×

×
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コンテナ拡張ライ
ブラリ

EJB-JAR ファイル
または WAR ファイ
ル

ライブラリ
JAR

スマートエージェント経由の CORBA
オブジェクトの呼び出し

○

×

×

J2EE コンテナ機能の操作

×

○

×

EJB-JAR ファイルおよび WAR ファイ
ル内のクラス参照

×

−

×

操作内容

（凡例） ○：含める

×：含めない

−：該当しない

注※
J2EE アプリケーションまたは Web アプリケーションで同一のネイティブライブラリをロード
しようとした場合，JNI の仕様によって UnsatisfiedLinkError がスローされます。これは，ア
プリケーションで共通に使用するネイティブライブラリをコンテナ拡張ライブラリとして登録
することで，回避できます。

！

注意事項
コンテナ拡張ライブラリには，次のアクセス権が付与されます。アクセス権は変更できませ
ん。
java.security.AllPermission
ただし，java.lang.RuntimePermission の setSecurityManager アクセス権は付与されませ
ん。

10.2.2

コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止
フック機能利用時の制限事項

コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能を利用する場合の制限事項
を示します。
● アプリケーションのポータビリティについて
コンテナ拡張ライブラリは J2EE の仕様外の機能です。したがって，コンテナ拡張ラ
イブラリを使用した場合は，アプリケーションとしての移行性は低下します。
● コンテナ拡張ライブラリの呼び出しについて
コンテナ拡張ライブラリは，サーブレット，JSP，および Enterprise Bean から呼び
出されることを前提としています。次に示す利用形態は適用できないので，注意して
ください。
• コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能から，EJB-JAR ファイ
ル，WAR ファイルを参照する（EJB-JAR ファイル，WAR ファイルのクラスが，
コンテナ拡張ライブラリのクラスを継承することも含む）
。
• コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能から，J2EE コンテナ
の機能を利用する（Enterprise Bean，JNDI，JDBC などの API を呼び出す）。
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• EJB-JAR ファイルおよび WAR ファイルのクラスから，直接サーバ起動・停止フッ
ク機能を参照する（コンテナ拡張ライブラリのクラスが，EJB-JAR ファイル，
WAR ファイルのクラスを継承することも含む）。
● ファイル，ディレクトリのアクセスについて
コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能から，次に示すファイル
やディレクトリを操作しないでください。
• Cosminexus のインストールディレクトリ以下のファイルやディレクトリ
• J2EE サーバおよび Web コンテナサーバの作業ディレクトリ以下のファイルやディ
レクトリ
● JNI 機能の利用について
コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能から JNI 機能を利用する
場合，J2EE サーバおよび Web コンテナサーバでは，ネイティブメソッドでの処理を
管理できません。例えば，ネイティブメソッドでメモリアクセス違反があった場合，
J2EE サーバおよび Web コンテナサーバは，JavaVM のプロセスごと異常終了しま
す。
● Cosminexus TPBroker の利用について
• コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能では，Cosminexus
TPBroker のサーバ機能を利用できません。これは，J2EE サーバおよび Web コン
テナサーバ上に Cosminexus TPBroker の CORBA オブジェクトを活性化できない
ためです。
• Cosminexus TPBroker の DII 機能は利用できません。
● インストール型オプションパッケージの使用について
コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能は，インストール型オプ
ションパッケージとして使用してはいけません。インストール型オプションパッケー
ジとは，次のディレクトリに置かれたファイルです。
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥jdk¥jre¥lib¥ext に置かれた JAR
ファイル
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥jdk¥jre¥bin に置かれたネイティブ
コードバイナリ
● シャットダウンフックの登録について
コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能では，シャットダウン
フックを登録しないでください。
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10.3 コンテナ拡張ライブラリ利用の流れ
コンテナ拡張ライブラリの作成と利用の流れを次に示します。
1. ユーザ作成のクラスを実装，コンパイルします。
サーバ起動・停止フック機能を使用する場合は，<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥CC¥lib¥ejbserver.jar をクラスパスに指定してコンパイルします。なお，
サーバ起動・停止フック機能を使用する場合は，IDE を使用しない方法で実装，コン
パイルしてください。IDE を使用しないアプリケーションの開発方法については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」を参照してください。
また，サーバ起動・停止フック機能では，Cosminexus TPBroker が提供するスマー
トエージェント経由の CORBA オブジェクトを呼び出す処理を実装することもできま
す。
2. 作成したクラスを，JAR ファイルにアーカイブします。
ユーザが作成したクラスを，コンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイルにアーカイ
ブします。EJB-JAR ファイルや WAR ファイルには含めないでください。
3. アーカイブした JAR ファイルを，J2EE サーバまたは Web コンテナサーバのシステ
ムクラスパスに指定します。
コンテナ拡張ライブラリを利用する場合，この手順のほかに J2EE サーバまたは Web コ
ンテナサーバでの設定（定義ファイルの指定など）が必要になります。J2EE サーバまた
は Web コンテナサーバでの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」を参照してください。
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10.4 サーバ起動・停止フック機能の実装
サーバ起動・停止フック機能を利用する場合の実装方法と，サーバ起動・停止フック機
能を複数登録した場合のクラスの呼び出し順序について説明します。また，サーバ起動・
停止フック機能を使用する場合に必要となるクラスパスの指定について説明します。

10.4.1

サーバ起動・停止フック機能の実装方法

サーバ起動・停止フック機能は，com.hitachi.software.ejb.application.InitTermProcess
インタフェースを実装することで利用できます。サーバ起動フック処理は
serverInitializing メソッド，停止フック処理は serverTerminating メソッドに実装しま
す。次に，InitTermProcess インタフェースの実装例を示します。
package sample;
import com.hitachi.software.ejb.application.InitTermProcess;
import com.hitachi.software.ejb.application.InitTermException;
public class AppInitTerm implements InitTermProcess {
public void serverInitializing() throws InitTermException {
try {
// サーバ起動フック処理
} catch (Exception e) {
throw new InitTermException("詳細メッセージ");
}
}
public void serverTerminating() throws InitTermException {
try {
// サーバ停止フック処理
} catch (Exception e) {
throw new InitTermException("詳細メッセージ");
}
}
}

J2EE サーバ，Web コンテナサーバは，起動時にデフォルトコンストラクタを使用して
サーバ起動・停止フック機能のインスタンスを生成します。このため，クラスおよびデ
フォルトコンストラクタのアクセス指定子には，public を指定してください。
サーバ停止フック処理が呼び出されるタイミングは，アプリケーションの停止処理後に
なります。J2EE サーバおよび Web コンテナサーバでは，スレッドの停止処理を行って
いないため，処理スレッドは残りますが，サーバ停止フック処理後に，新たにアプリ
ケーションは実行されません。
ユーザ定義ファイル（usrconf.properties）のサーバ起動・停止フック機能用のプロパ
ティキー（ejbserver.application.InitTermProcessClasses）に，サーバ起動・停止フッ
クのクラス名を指定します。また，サーバ起動・停止フックのクラス名は複数指定でき
ます。ユーザ定義ファイル（usrconf.properties）については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。
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10.4.2

サーバ起動・停止フック処理の呼び出し順序

サーバ起動・停止フック機能を複数登録した場合の，サーバ起動・停止フック処理の呼
び出し順序について説明します。

（1） 正常に起動，停止した場合
J2EE サーバ，および Web コンテナサーバ起動時には，登録されたクラス順にサーバ起
動フック処理を行う serverInitializing メソッドが呼び出されます。また，J2EE サー
バ，および Web コンテナサーバ停止時には，登録された逆順にサーバ停止フック処理を
行う serverTerminating メソッドが呼び出されます。
J2EE サーバが正常起動した場合の，サーバ起動・停止フック機能の呼び出し順序を次の
図に示します。なお，Web コンテナサーバの場合も，次の図と同様の順序で呼び出され
ます。
図 10-1

サーバ起動・停止フック処理の呼び出し順序（正常起動時）

サーバ起動・停止フック処理を実装した A，B，C の三つのクラスがあり，クラス A，ク
ラス B，クラス C の順でクラスが登録されていることとします。サーバ起動フック処理
では，正常に呼び出されると，クラス A，クラス B，クラス C の順でクラスが呼び出さ
れます。サーバ停止フック処理では，クラス C，クラス B，クラス A の順でクラスが呼
び出されます。

（2） サーバ起動フック処理中に例外が発生した場合
サーバ起動フック処理の実行中に例外が発生した場合の，サーバ起動・停止フック機能
の呼び出し順序を次の図に示します。なお，Web コンテナサーバの場合も，次の図と同
様の順序で呼び出されます。
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図 10-2

サーバ起動・停止フック処理の呼び出し順序（起動フック処理中の例外発生時）

サーバ起動・停止フック処理を実装した A，B，C の三つのクラスがあり，クラス A，ク
ラス B，クラス C の順でクラスが登録されていることとします。クラス B のサーバ起動
フック処理（serverInitializing メソッド）の実行中に例外が発生した場合は，クラス C
のサーバ起動フック処理は呼び出されません。また，クラス C のサーバ停止フック処理
（serverTerminating メソッド）は呼び出されないで，クラス B，クラス A の順序でサー
バ停止フック処理が呼び出されます。

（3） サーバ起動フック処理後に例外が発生した場合
サーバ起動フック処理の実行後に例外が発生した場合の，サーバ起動・停止フック機能
の呼び出し順序を次の図に示します。なお，Web コンテナサーバの場合も，次の図と同
様の順序で呼び出されます。
図 10-3

サーバ起動・停止フック処理の呼び出し順序（起動フック処理後の例外発生時）

サーバ起動・停止フック処理を実装した A，B，C の三つのクラスがあり，クラス A，ク
ラス B，クラス C の順でクラスが登録されていることとします。クラス B のサーバ起動
フック処理（serverInitializing メソッド）の実行後に例外が発生した場合は，クラス C
のサーバ起動フック処理は呼び出されません。また，サーバ停止フック処理は呼び出さ
れません。
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10.4.3

サーバ起動・停止フック機能利用時のクラスパスの
指定

サーバ起動・停止フック機能を利用する場合，JAR ファイルのパスを，J2EE サーバお
よび Web コンテナサーバのシステムクラスパスに追加する必要があります。システムク
ラスパスの追加は，ユーザ定義ファイル（usrconf.cfg）に指定します。
システムクラスパスの追加の方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」に記載されているコンテナ拡張ライブラリの設定の説明を参照してください。
また，ユーザ定義ファイル（usrconf.cfg）については，マニュアル「Cosminexus
ファレンス
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10.5 スマートエージェント経由での CORBA
オブジェクトの呼び出し
コンテナ拡張ライブラリを利用することで，J2EE アプリケーションまたは Web アプリ
ケーションが Cosminexus TPBroker を使用して，スマートエージェント経由で CORBA
オブジェクトを呼び出すことができます。スマートエージェントを利用して CORBA オ
ブジェクトのオブジェクトリファレンスを取得し，メソッドを呼び出すときには，ス
マートエージェントが起動済みとなっており，スマートエージェントに，該当する
CORBA オブジェクトのオブジェクトリファレンスが登録されている必要があります。
また，コンテナ拡張ライブラリには，J2EE アプリケーションまたは Web アプリケー
ションから CORBA オブジェクトを呼び出す処理を含めます。
次に，CORBA オブジェクト呼び出し処理の実装時の注意事項，および CORBA オブ
ジェクト呼び出し処理のパッケージ化の注意事項を示します。

（1） CORBA オブジェクト呼び出し処理の実装時の注意事項
CORBA オブジェクトの呼び出し処理を実装するときには，次の点に注意してください。
• プロパティを使用して，org.omg.ORB をカスタマイズするには，org ORB
init(String[] args, Properties props) メソッドの props パラメタにプロパティを指定し
てください。
なお，J2EE サーバおよび Web コンテナサーバのシステムプロパティに指定できるの
キーは，vbroker.agent.port，vbroker.agent.enableLocator，および
vbroker.agent.addr キーだけです。
• Cosminexus TPBroker のサーバ機能は利用できません。また，J2EE サーバおよび
Web コンテナサーバ上で，CORBA オブジェクトを活性化することはできません。
• Cosminexus TPBroker のインターセプタは利用できません。
• Cosminexus TPBroker の DII 機能は利用できません。

（2） CORBA オブジェクト呼び出し処理のパッケージ化の注意事項
CORBA オブジェクトの呼び出し処理をパッケージ化するときには，次の点に注意して
ください。
• org.omg.CORBA 配下のパッケージにあるインタフェース，クラスを利用するクラス
は，EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルには含めないでください。これらのクラ
スは，コンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイルに含めます。
• IDL 定義から生成されたインタフェース，クラス，およびそれらを利用するクラス
は，EJB-JAR ファイルまたは WAR ファイルには含めないでください。これらのクラ
スは，コンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイルに含めます。
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CTM によるリクエストのス
ケジューリングと負荷分散

この章では，リクエストのスケジューリングと負荷分散につい
て説明します。
業務システムには，局所的な障害発生時にシステムを止めるこ
となく安定稼働できる信頼性と，随時変わっていく業務の処理
要求に柔軟に対応できる可用性が求められます。Cosminexus
システムは，これらの要求に対して，OLTP 技術に対応したリ
クエストのスケジューリングや，サーバのクラスタリングによ
る負荷分散などによって対応します。
なお，この章で説明する機能は，構成ソフトウェアに
Cosminexus Component Transaction Monitor を含む製品だけ
で利用できる機能です。また，サーバの動作モードには依存し
ないで使用できます。利用できる製品については，マニュアル
「Cosminexus 概説」を参照してください。

11.1 CTM を使用したリクエストのスケジューリングの概要
11.2 CTM のプロセス構成
11.3 CTM によるリクエストのスケジューリングの仕組み
11.4 CTM によるリクエストの流量制御と優先制御
11.5 CTM によるリクエストの閉塞制御
11.6 CTM によるリクエストの負荷分散
11.7 CTM によるリクエストのキューの滞留監視
11.8 CTM のゲートウェイ機能を利用した TPBroker ／ OTM クライアント
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との接続
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11.1 CTM を使用したリクエストのスケジュー
リングの概要
この節では，CTM を使用したリクエストのスケジューリングの概要について説明しま
す。
Cosminexus システムでは，リクエストのスケジューリングに，CTM（Cosminexus
Component Transaction Monitor）という構成ソフトウェアを使用します。CTM は，そ
れぞれのリクエストをキューを使用して制御します。このキューを，スケジュール
キューといいます。

11.1.1 リクエストをスケジューリングする目的
規模の大きい業務システムでは，特定の J2EE アプリケーションを実行している J2EE
サーバに大量のリクエストが集中することがあります。それぞれのサーバの負荷を抑え，
可用性を確保して業務を滞りなく進めるためには，リクエストの送り先を分散したり，
一定時間内のリクエストの流量を制御したりすることが必要です。また，複数の J2EE
サーバで処理を分散する場合に，リクエストが送信された時点で負荷が最も掛かってい
ない J2EE サーバに処理させることができれば，システム全体の処理性能を向上させら
れます。
これらを実現するのが，リクエストのスケジューリングです。これによって，それぞれ
の J2EE サーバが持つ性能を十分に活用しながら，安定して稼働するシステムを構築で
きます。また，リクエストをスケジューリングすることで，特定の J2EE サーバ，J2EE
アプリケーションまたは業務処理プログラム（Enterprise Bean）にトラブルが発生した
場合にも，該当する範囲だけを閉塞して縮退運転できるので，システム全体の可用性を
高められます。
Cosminexus システムでは，リクエストをスケジューリングすることで，次の 3 種類の
機能を実現できます。
● 流量制御
J2EE サーバで一度に実行される処理数の最大値を制限することで，J2EE サーバの
負荷を一定に抑え，安定した高いスループットを実現できます。
● 閉塞制御
特定の J2EE アプリケーションに対するリクエストの受け付けを停止したり，リクエ
ストを滞留したりすることで，システム全体を稼働させたままのメンテナンスを可能
にします。これによって，システムの可用性が高められます。
● 負荷分散
J2EE サーバ間で負荷が均等になるように処理を分散して割り当て，システム全体の
処理性能と可用性が高められます。
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11.1.2

CTM が制御できるリクエストの種類

CTM でスケジューリングできるリクエストは，RMI-IIOP 通信を使用する，Stateless
Session Bean に対するリモートインタフェース呼び出しだけです。
次のリクエストは，CTM でのスケジューリングができません。
CTM でスケジューリングできないリクエスト
• Stateful Session Bean および Entity Bean に対する呼び出し。
• ローカルインタフェースによる呼び出しおよび Message-driven Bean に対する呼
び出し（RMI-IIOP 通信を使用しないため，対象になりません）
。
なお，同一の J2EE アプリケーション内の業務処理を呼び出す場合には，リクエストの
スケジューリングをしたいときだけ，リモートインタフェースを使用してください。リ
クエストのスケジューリングをしないときは，処理性能を考慮して，ローカルインタ
フェースを使用して呼び出すことをお勧めします。
また，リクエストを CTM による制御の対象にするかどうかは，J2EE アプリケーション
単位，または J2EE アプリケーションに含まれる業務処理プログラム単位（Bean 単位）
で選択できます。例えば，リモートインタフェースを持つ業務処理プログラムを CTM に
よる制御の対象から外したい場合は，J2EE アプリケーションのプロパティを定義して設
定を変更してください。CTM によるリクエストのスケジューリングの設定については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

11.1.3 リクエストを送信するクライアントアプリケーショ
ン
CTM を使用できるクライアントは，EJB クライアントである，次のクライアントです。
• EJB クライアントアプリケーション
• JSP ／サーブレット
• ほかの Enterprise Bean
これらを開発する時に，特別なインタフェースを使用する必要はありません。CTM デー
モンと連携するグローバル CORBA ネーミングサービス（ctmstart の -CTMINSRef オ
プションに指定した CORBA ネーミングサービス）に対してルックアップするように設
定してください。
ただし，システム内の特定のアプリケーションサーバに障害が発生した場合にルック
アップ対象の CORBA ネーミングサービスを切り替えられるように，lookup，create，
invoke，remove のどの処理で例外が発生しても JNDI の lookup から処理をし直すよう
にコーディングしてください。
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11.2 CTM のプロセス構成
CTM を使用してリクエストをスケジューリングする環境のプロセス構成と配置の指針に
ついて説明します。また，各プロセスの機能についても説明します。

11.2.1

CTM のプロセス構成と配置

CTM を使用する場合のプロセスの配置例を次の図に示します。
図 11-1 CTM を構成するプロセスの配置例

各プロセスの主な機能について，次の表で説明します。
表 11-1 CTM で使用するプロセス
プロセス

説明

CTM デーモン

クライアントからのリクエストを制御するスケジュールキューを管理
するプロセスです。

CTM レギュレータ

CTM デーモンに集中するリクエストを，分散集約するためのプロセ
スです。
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プロセス

説明

CTM ドメインマネジャ

CTM ドメインを管理するプロセスです。CTM ドメインは，複数の
CTM デーモンで構成される，情報共有と負荷分散の対象になる範囲
です。

グローバル CORBA ネーミング
サービス

同じ CTM ドメイン内に含まれるホスト上の業務処理プログラムの情
報を共有管理しているネーミングサービスです。

PRF デーモン
（パフォーマンストレーサ）

スマートエージェント

CTM デーモンが出力した性能解析情報をファイルに出力する，I ／
O プロセスです。
詳細は，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照してください。
Cosminexus TPBroker で提供されている，動的な分散ディレクトリ
サービスです。異なるネットワークセグメントにある CTM デーモン
に情報を配布する場合に使用されます。CTM によるリクエストのス
ケジューリングをする場合，スマートエージェントが必要です。
詳細は，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R)
デベロッパーズガイド」を参照してください。

11.2.2 プロセス配置の指針
プロセスを配置する場合の指針を示します。
● CTM デーモンは，ホストに一つ配置します。
● J2EE サーバまたは CTM レギュレータを配置するホストには，CTM デーモンが必要
です。
● 一つの CTM デーモンで，複数の J2EE サーバを制御できます。なお，J2EE サーバ
は，一つのホストに二つ配置することをお勧めします。
● 一つの CTM デーモンに対して，複数の CTM レギュレータを配置できます。一つの
CTM レギュレータに送信される同時リクエスト数が 256 を超えるような場合は，性
能が劣化するおそれがあります。この場合は，CTM レギュレータの配置数を増やして
ください。
● EJB クライアントが動作するクライアントホストに CTM デーモンは必要ありません。
● CTM デーモンを配置したホストに，CTM ドメインマネジャを一つ配置します。複数
の CTM デーモンを同じ CTM ドメインに参加させたい場合，各ホストの CTM ドメイ
ンマネジャの名称には，同じ名称を指定します。
● 統合ネーミングスケジューラサーバにするホスト（J2EE サーバを配置しないホスト）
にも，CTM デーモンを配置します。CTM レギュレータは不要です。なお，統合ネー
ミングスケジューラサーバについては，
「(4) 独立した統合ネーミングスケジューラ
サーバを構築する構成（統合ネーミングスケジューラサーバモデル）
」で説明します。
各プロセスの起動方法については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」
の，システムの起動と停止の説明を参照してください。
CTM で使用するプロセスの配置パターンについて説明します。
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（1） 多数の EJB クライアントから J2EE サーバを呼び出す構成
多数の EJB クライアントから，並列に配列したアプリケーションサーバ上の J2EE サー
バを呼び出す構成の例を次の図に示します。
図 11-2 複数の EJB クライアントから J2EE サーバを呼び出す構成の例

（2） Web ブラウザから J2EE サーバを呼び出す構成（小規模）
Web ブラウザから，並列に配置した Web サーバ／アプリケーションサーバ上の Web コ
ンテナを経由して，J2EE サーバを呼び出す構成の例を次の図に示します。なお，Web
サーバとアプリケーションサーバは同じホスト上に配置しています。
図 11-3 Web ブラウザから J2EE サーバを呼び出す構成（小規模）の例

（3） Web ブラウザから J2EE サーバを呼び出す構成（大規模）
Web ブラウザから Web サーバ上の Web コンテナを経由して，アプリケーションサーバ
上の J2EE サーバを呼び出す構成の例を次の図に示します。Web サーバとアプリケー
ションサーバのホストを分けることで，それらを容易に多対多の関係で構成できます。
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図 11-4 Web ブラウザから J2EE サーバを呼び出す構成（大規模）の例

（4） 独立した統合ネーミングスケジューラサーバを構築する構成（統合
ネーミングスケジューラサーバモデル）
グローバル CORBA ネーミングサービスを独立したホストに配置してレプリカを作成す
ることで，ネーミングサービスの可用性を向上させることができます。このホストを，
統合ネーミングスケジューラサーバといいます。統合ネーミングスケジューラサーバに
J2EE サーバを配置する必要はありません。
ただし，ほかのホスト上の業務処理プログラム情報を統合ネーミングスケジューラサー
バのグローバル CORBA ネーミングサービスに登録するためには，CTM デーモンは統合
ネーミングスケジューラサーバにも配置しておく必要があります。
独立した統合ネーミングスケジューラサーバを構築する構成を次の図に示します。
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図 11-5 独立した統合ネーミングスケジューラサーバを構築する構成（統合ネーミング
スケジューラサーバモデル）の例

なお，この構成の場合，統合ネーミングスケジューラサーバの CTM デーモンには
create 要求以外が送信されないため，統合ネーミングスケジューラサーバでは CTM レ
ギュレータを起動しなくてもかまいません。

11.2.3

CTM デーモン

CTM デーモンは，クライアントからのリクエストを処理してリクエストのスケジューリ
ングを実現する，スケジューラの機能を持つプロセスです。
クライアントから送信されたリクエストは，CTM レギュレータというプロセスを経由し
て，CTM デーモンが受信します。CTM レギュレータについては「11.2.4

CTM レギュ

レータ」を参照してください。
なお，CTM デーモンの機能を使用するための設定は，CTM デーモンを起動するときに
ctmstart コマンドの引数として指定します。また，運用管理ポータルで構築したシステ
ムを運用している場合は，論理 CTM であらかじめ設定しておくことができます。
CTM デーモンは，次の手順でリクエストを処理します。
1. リクエストの振り分け
2. スケジュールキューへのリクエストの登録
3. 業務処理プログラムの呼び出し
4. 処理結果の返却
それぞれの処理内容について説明します。
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（1） リクエストの振り分け
CTM デーモンの負荷に応じて，リクエストを受け付けた CTM デーモンがそのままリク
エストを処理するか，またはほかの CTM デーモンに転送するかを決定して振り分けま
す。
CTM デーモンは，リクエストを受け付けると，負荷情報をほかの CTM デーモンと連絡
し合ってリクエストの振り分け先を決定します。
CTM デーモンは，特定の範囲（CTM ドメイン）内の CTM デーモン間で，それぞれが
処理対象としている J2EE アプリケーションに含まれる業務処理プログラムの情報を共
有しています。共有した情報は，CTM デーモンと同じホストに配置されているグローバ
ル CORBA ネーミングサービスに登録されています。これによって，リクエストを受け
付けた CTM デーモンの処理対象に該当する業務処理プログラムがない場合でも，CTM
デーモンが持つ情報を基に，適切な CTM にリクエストを振り分けられます。
グローバル CORBA ネーミングサービスについては，「11.2.6

グローバル CORBA ネー

ミングサービス」を参照してください。CTM ドメインについては，
「11.2.5 CTM ドメ
インと CTM ドメインマネジャ」を参照してください。
リクエストは，create 時の選択ポリシー，およびスケジュールポリシーに従って振り分
けられます。
create 時の選択ポリシーおよびスケジュールポリシーは，CTM デーモンを起動するとき
に，次のどちらかを選択できます。
● それぞれの CTM デーモンの負荷状況に応じて，負荷が軽い CTM デーモンにリクエ
ストを振り分けるポリシー
● リクエストを受け付けた CTM デーモンが優先的に処理をするポリシー
ただし，この場合でも，リクエストを受け付けた CTM デーモンの負荷が高い状態の
場合，または閉塞状態の場合は，ほかの CTM デーモンに処理を振り分けます。負荷
の高さは，それぞれのキューでのリクエストの滞留率から計算されます。
なお，create 時の選択ポリシーおよびスケジュールポリシーのタイミングについては，
「11.6

CTM によるリクエストの負荷分散」を参照してください。

スケジュールポリシーは，ctmstart コマンドの引数 -CTMDispatchPolicy に指定します。
create 時の選択ポリシーは，ctmstart コマンドの引数 -CTMCreatePolicy に指定します。
リクエスト転送時のタイムアウトについて
CTM デーモン間で，リクエスト転送処理が完了するまでの待ち時間にタイムアウト
を設定できます。タイムアウトの設定は，ctmstart コマンドの
-CTMDCSendTimeOut オプションに指定します。
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（2） スケジュールキューへのリクエストの登録
スケジュールポリシーに従って振り分けられたリクエストは，スケジュールキューに登
録されます。スケジュールキューに登録できるリクエストの数は，CTM デーモンを起動
する時に，設定されています。この値を超えてリクエストを転送された場合には，クラ
イアントにエラーが返却されます。また，指定を省略した場合は，50 が設定されます。
登録できるリクエストキューの長さは，CTM デーモンを起動するときに ctmstart コマ
ンドの引数 -CTMMaxRequestCount に指定します。また，運用管理ポータルで構築した
システムを運用する場合は，あらかじめ論理 CTM の設定で設定しておくことができま
す。ctmstart コマンドまたは運用管理ポータルの設定の詳細については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

コマンド編」，または「Cosminexus

運用管理操作ガイ

ド」を参照してください。

（3） 業務処理プログラムの呼び出し
スケジュールキューに登録されたリクエストは，CTM デーモンの処理対象である J2EE
サーバ上の業務処理プログラムを呼び出します。なお，異常終了した J2EE サーバや，
ハングアップした業務処理プログラムを呼び出すことはありません。

（4） 処理結果の返却
処理の実行後，業務処理プログラム（Enterprise Bean）から返却された応答は，CTM
デーモンを経由してクライアントに返却されます。なお，リクエストがスケジュール
キューに登録されてから取り出されるまでの時間がリクエストのタイムアウト値を超え
ている場合は，リクエストが破棄されます。

11.2.4

CTM レギュレータ

CTM レギュレータは，CTM デーモンに対するリクエストの集中による問題を，コネク
ションやリクエストのレギュレート（集約）によって解決するプロセスです。CTM デー
モンのフロントに配置され，EJB クライアントからのコネクションやリクエスト
（invoke または remove）の集中を，分散集約します。
例えば，大規模なシステムでクライアントの数が増え，リクエスト数が増大した場合，
システムの動作状態が不安定になったり，システムで管理する資源が不足して正常な処
理ができなくなったりします。これは，リクエストのスケジューリングをする CTM デー
モンに対するリクエストの集中によって，コネクション数が増大し，ファイルやソケッ
トのオープン数などのプロセス使用資源が増大するためです。
CTM レギュレータは，このようなリクエスト集中による問題を解決するための専用のプ
ロセスです。CTM レギュレータは，クライアントからの幾つかのコネクションを集約
し，CTM デーモン当たりのコネクション数の上限を管理します。これを，コネクション
のレギュレートといいます。CTM レギュレータが大量のコネクションをレギュレートす
ることによって，使用資源を複数プロセスに分散し，大規模なシステムをより安定して
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動作させることができます。
コネクションのレギュレートの仕組みを，次の図に示します。
図 11-6 コネクションのレギュレートの仕組み

CTM レギュレータは，EJB クライアントからのリクエストを受け付けると，対応する
CTM デーモンにリクエスト転送して，リクエストの応答を待ちます。応答が返ってくる
と，その応答を EJB クライアントに返却します。
CTM では，一つの CTM デーモンに対して，必要に応じて複数の CTM レギュレータを
配置できます。一つの CTM レギュレータに対する同時リクエスト数が 256 を超えるよ
うな場合は，性能が劣化するおそれがあります。この場合は，クライアントプロセス数
に関係なく，CTM レギュレータを増やしてください。なお，CTM レギュレータは，対
応する CTM デーモンと同じホスト上に配置する必要があります。
また，ネーミングサービスを J2EE サーバとは別なホストに配置している統合ネーミン
グスケジューラサーバモデルの場合，統合ネーミングスケジューラサーバでは，create
以外のリクエストを受け付けません。このため，CTM レギュレータを起動する必要はあ
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りません。

11.2.5

CTM ドメインと CTM ドメインマネジャ

CTM ドメインとは，複数の CTM デーモン間で，それぞれに登録された業務処理プログ
ラムの情報やスケジュールキューの負荷情報を交換して，情報共有と負荷分散をする範
囲のことです。ドメイン名称で識別されます。CTM デーモンは，同じ CTM ドメイン内
に存在する CTM デーモン間で，リクエストの振り分けやスケジューリングをします。
CTM ドメインの範囲と，CTM ドメイン内の各 CTM デーモンの情報は，CTM ドメイン
マネジャによって管理されます。

ポイント
CTM ドメインは，Management Server が管理する運用管理ドメイン内に含まれます。

CTM ドメインマネジャは，同じ CTM ドメイン内の CTM デーモンの情報を管理する
デーモンプロセスです。CTM デーモンを配置したホスト上に一つずつ配置します。
なお，対象となる CTM ドメインマネジャが同じネットワークセグメント内にあるか，異
なるネットワークセグメントにあるかによって，CTM ドメインマネジャによる情報の配
布方法が異なります。
なお，CTM ドメインマネジャの機能を使用するための設定は，CTM ドメインマネジャ
を起動するときに ctmdmstart コマンドの引数として指定します。また，運用管理ポー
タルで構築したシステムを運用している場合は，論理 CTM ドメインマネジャにあらかじ
め設定しておくことができます。コマンドについては，マニュアル「Cosminexus リ
ファレンス コマンド編」を参照してください。運用管理ポータルについては，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。

（1） 対象の CTM ドメインマネジャが同じネットワークセグメント内に
ある場合の情報共有
CTM ドメインマネジャは，ホスト内の CTM デーモンの情報を，ほかのホスト上の
CTM ドメインマネジャにブロードキャストで配布します。対象の CTM ドメインマネ
ジャが同じネットワークセグメント内にある場合の情報共有について，次の図に示しま
す。
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図 11-7 同じネットワークセグメント内での CTM ドメインマネジャによる情報共有

既存の CTM ドメインに新しく CTM デーモンを登録したい場合は，CTM ドメイン内の
ホスト上で，ほかの CTM ドメインマネジャと同じドメイン名称とポート番号を持つ
CTM ドメインマネジャを開始するだけで参加できます。既存の CTM ドメインで環境の
定義などを更新する必要がないので，システム環境をコピーするだけで，容易にシステ
ムのスケールアウトができます。

（2） 対象の CTM ドメインマネジャが異なるネットワークセグメントに
ある場合の情報共有
ブロードキャストされた情報はルータを越えられないため，異なるネットワークセグメ
ントにある CTM ドメインマネジャには届きません。この場合には，スマートエージェン
トを使用して情報を配布する必要があります。
対象の CTM ドメインマネジャが異なるネットワークセグメントにある場合の情報共有に
ついて，次の図に示します。
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図 11-8 異なるネットワークセグメントでの CTM ドメインマネジャによる情報共有

複数のネットワークセグメントで CTM ドメインを構成する場合に必要な設定は次のとお
りです。
● CTM ドメインマネジャを開始するときに，情報共有の対象になる CTM ドメインマネ
ジャのホスト名または IP アドレスを指定します。
登録できるリクエストキューは，CTM ドメインマネジャを起動するときに
ctmdmstart コマンドの引数 -CTMSendHost に指定します。また，運用管理ポータル
で構築したシステムを運用している場合は，論理 CTM ドメインマネジャにあらかじ
め設定しておくことができます。
● スマートエージェントを，異なるネットワークセグメント上のスマートエージェント
と接続するように設定します。
スマートエージェントの設定については，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server
VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」を参照してください。

（3） CTM ドメインマネジャの部分再開始
CTM ドメインマネジャが異常終了した場合，CTM ドメインマネジャだけを部分再開始
できるときがあります。再開始できる障害かどうかは，CTM ドメインマネジャが再開始
する時に，自動的に判断されます。部分再開始ができない場合は，システム全体が異常
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終了します。この場合は，システムを全面的に再開始してください。

（4） CTM ドメインマネジャの稼働状態の確認
CTM ドメインマネジャは，ほかのホストの CTM ドメインマネジャが稼働しているかど
うかを確認しています。このとき，稼働状態を確認する間隔に，任意の時間を指定でき
ます。稼働状態の確認間隔の指定は，ctmdmstart コマンドの -CTMAliveCheckCount
オプションで指定します。
なお，稼働状況の確認間隔で，CTM ノード情報が送信されなかった場合は，送信元の
CTM ドメインマネジャが停止したと判断され，送信元に対する CTM の情報が削除され
ます。CTM ノード情報を削除した場合，その CTM デーモンへのリクエストの振り分け
は実施されません。CTM ドメインマネジャの稼働状況確認について，次の図に示しま
す。
図 11-9 CTM ドメインマネジャの稼働状況確認

ホスト B の CTM ドメインマネジャは，ホスト A の CTM ドメインマネジャからホスト
A の CTM デーモンの情報を受信します。「CTM デーモンの情報の送信間隔に指定した
値×生存判定監視係数」の間に CTM デーモンの情報が受信されない場合，ホスト A の
CTM デーモンの情報を削除し，そのことをホスト B の CTM デーモンに通知します。こ
れによって，ホスト B の CTM デーモンは，ホスト A の CTM デーモンにリクエストを
振り分けなくなります。
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11.2.6 グローバル CORBA ネーミングサービス
CTM を使用したリクエストのスケジューリングでは，ネーミングサービスとしてグロー
バル CORBA ネーミングサービスを使用します。
グローバル CORBA ネーミングサービスとは，同じ CTM ドメイン内に含まれるホスト
上の業務処理プログラム（Stateless Session Bean）の情報を共有管理しているネーミン
グサービスのことです。グローバル CORBA ネーミングサービスでは，それぞれのホス
ト上に登録されている EJB ホームオブジェクトリファレンスの情報を，CTM ドメイン
内で共有しています。これによって，リクエストを受け付けた CTM デーモンが処理対象
としている J2EE サーバに目的の業務処理プログラムが登録されていない場合でも，
CTM ドメイン内のほかのホスト上に存在する CTM デーモンから，目的の業務処理プロ
グラムが登録されている J2EE サーバを探せるようになり，適切な CTM デーモンにリ
クエストを振り分けられるようになります。
グローバル CORBA ネーミングサービスは，CTM デーモン一つに対して一つ配置しま
す。CTM デーモンは，ほかの CTM デーモンと情報を交換した時に得たほかのホスト上
にある業務処理プログラムの情報を，自ホスト内のグローバル CORBA ネーミングサー
ビスに登録します。これによって，CTM ドメイン内で，グローバル CORBA ネーミング
サービスの情報が共有，同期されます。このため，J2EE サーバを配置しないでグローバ
ル CORBA ネーミングサービスだけを配置するホスト（統合ネーミングスケジューラ
サーバ）の場合も，ほかのホスト上で動作している J2EE サーバの情報を得るために，
CTM デーモンを配置する必要があります。
グローバル CORBA ネーミングサービスの特徴を次に示します。
● 障害の影響範囲を局所化することで，可用性を高められます。
CTM デーモンごとに一つずつ配置して，ドメイン内で情報を共有するので，どれかの
ホストのグローバル CORBA ネーミングサービスにトラブルが発生した場合には，ほ
かのホスト上のグローバル CORBA ネーミングサービスで対応できます。これによっ
て，グローバル CORBA ネーミングサービスの障害の影響範囲を局所化して，システ
ムの可用性を高められます。
● lookup の対象にするネーミングサービスを，業務処理プログラムごとに選択する必要
がありません。
クラスタ構成による負荷分散を実現する場合，CTM ドメイン内のすべてのグローバル
CORBA ネーミングサービスに同じ業務処理プログラムの情報（EJB ホームオブジェ
クトリファレンスの情報）が登録されているので，実行する業務処理プログラムごと
にルックアップするネーミングサービスを選択する必要がなくなります。これによっ
て，特定のネーミングサービスに負荷を集中させることなく，適切な負荷分散が実現
できます。
グローバル CORBA ネーミングサービスを使用した処理の流れの例を次の図に示します。
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この例ではホスト A とホスト B の CTM デーモンが同じ CTM ドメインに登録されてい
ます。ホスト A の J2EE サーバには業務処理プログラム A と B が，ホスト B の J2EE
サーバには業務処理プログラム C が登録されています。ただし，ホスト A では障害が発
生しています。また，EJB クライアントアプリケーションは，システムプロパティ
（java.naming.factory.initial キー）にラウンドロビン検索を実行する指定をして開始し
ています。
図 11-10

グローバル CORBA ネーミングサービスを使用した処理の流れの例

図について説明します。
1. EJB クライアントアプリケーションから業務処理プログラム C を実行するためには，
まず，グローバル CORBA ネーミングサービスから EJB ホームオブジェクトリファ
レンスをルックアップする必要があります。この図では，ホスト A のグローバル
CORBA ネーミングサービスを対象に lookup を実行しましたが，ホスト A では，障
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害が発生していたため，lookup に対して例外が発生します。
2. 特定のグローバル CORBA ネーミングサービスで障害が発生した場合に，EJB クラ
イアントアプリケーションのシステムプロパティでラウンドロビン検索の実行が指定
されていると，自動的に CTM ドメイン内のほかのグローバル CORBA ネーミング
サービスに lookup の対象が切り替えられます。そこで，EJB クライアントアプリ
ケーションから再度 lookup を実行すると，ホスト B のグローバル CORBA ネーミン
グサービスから業務処理プログラム C の EJB ホームオブジェクトリファレンスが取
得できます。業務処理プログラム C はアプリケーションサーバ B 上にあるので，ア
プリケーションサーバ A の障害とは関係なく，処理を実行できます。
なお，アプリケーションサーバ A に障害が発生していなかった場合は，1. の lookup の
結果，ホスト A のグローバル CORBA ネーミングサービスに登録されていたリファレン
スが返却されます。そのリファレンスを使用して create を実行すると，ホスト A の
CTM デーモンとホスト B の CTM デーモン間でリクエストの振り分けが実行され，ホス
ト B にある業務処理プログラム C の EJB ホームオブジェクトリファレンスが返却され
ます。

！

注意事項
グローバル CORBA ネーミングサービスが登録されているホストでトラブルが発生した場合
は，そのホスト上のアプリケーションサーバ全体を再起動して，CTM デーモンからスケ
ジュールキューのリファレンスを再度グローバル CORBA ネーミングサービスに登録し直す
必要があります。
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11.3 CTM によるリクエストのスケジューリン
グの仕組み
リクエストのスケジューリングの仕組みについて説明します。

11.3.1

CTM を使用する場合の処理の流れ

ここでは，CTM を使用する場合の処理の流れについて説明します。

（1） J2EE サーバの起動処理
CTM を使用するようにカスタマイズされている J2EE アプリケーションをデプロイする
ためには，J2EE サーバの起動時に，CTM デーモンとのコネクションを確立して初期化
処理を実行する必要があります。コネクションの確立と初期化は，次の手順で実行しま
す。
1. CTM を使用するための設定をします。
2. CTM デーモンを起動します。
3. J2EE サーバを起動します。
J2EE サーバが起動する時に，J2EE サーバによってコネクションの確立と初期化処理が
実行されます。J2EE サーバの起動前に必ず CTM デーモンを起動してください。
なお，J2EE サーバの起動時にコネクションの確立と初期化に失敗した場合は，サーバの
起動が失敗します。この場合は，失敗した要因に対策してから，サーバを再起動してく
ださい。

（2） J2EE アプリケーションのデプロイ・スタート処理
J2EE アプリケーションのデプロイ・スタートを実行すると，J2EE サーバから CTM
デーモンに対して，指定されたキュー名称でスケジュールキューを活性化する要求が発
行されます。CTM デーモンでは，キューを活性化してから，CTM デーモンの処理対象
になる業務処理プログラムの create を，J2EE サーバに対して実行します。create は，
CTM デーモンから直接呼び出される業務処理プログラムごとに，同時実行スレッド数
（Parallel Count）分実行されます。
業務処理プログラムに対応する EJB オブジェクトリファレンスが作成されると，業務処
理プログラムに対応する EJB オブジェクトリファレンスが CTM デーモンに返却されま
す。CTM デーモンでは，それをプールしておき，スケジュールキューにリクエストが登
録された時に，それぞれのリクエストに割り当てます。これによって，リクエストが振
り分けられます。
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（3） J2EE アプリケーションのストップ・アンデプロイ処理
J2EE アプリケーションをアンデプロイする時には，まず，CTM デーモンから新たにリ
クエストが振り分けられないように，CTM デーモンが管理しているスケジュールキュー
を閉塞（非活性化要求）します。CTM デーモンでは，キューを非活性化してから，
CTM デーモンの処理対象になる業務処理プログラムの remove を，J2EE サーバに対し
て実行します。remove は，CTM デーモンから直接呼び出される業務処理プログラムご
とに，同時実行スレッド数（Parallel Count）分実行されます。
そのあとで，CTM を使用しない場合と同じように，アンデプロイ処理が実行されます。

（4） J2EE サーバ停止処理
J2EE サーバを停止する時に，J2EE サーバと CTM デーモンとのコネクションが切断さ
れます。

11.3.2 スケジュールキューの構成とキューの共有
キューは，J2EE アプリケーション単位，または Bean 単位で作成できます。ここでは，
スケジュールキューの構成と，キューの共有について説明します。また，キューを共有
する場合としない場合の利点についても説明します。

（1） スケジュールキューの構成
クライアントからのリクエストは，CTM デーモンによって管理されるスケジュール
キューによってスケジューリングされます。スケジュールキューは，J2EE アプリケー
ション（EAR）単位または Bean 単位で作成されます。デフォルトのキュー名称は，
J2EE アプリケーション単位の場合は J2EE アプリケーションの名称，Bean 単位の場合
は Bean 名となります。J2EE アプリケーション単位または Bean 単位でスケジュール
キューを持つことで，異なるインタフェースを持つ業務処理プログラム間，または J2EE
アプリケーションの Bean 間でキューを共有できます。なお，スケジュールキューで制
御されるリクエストは，
「EJB ホームリファレンスのグローバル CORBA ネーミング
サービス登録名称」と「業務処理プログラムのリモートインタフェース名称」の組み合
わせで管理されます。
スケジュールキューは，同じ CTM デーモンに対応づけられている，次の J2EE アプリ
ケーション間または Bean 間で共有できます。
J2EE アプリケーション間で共有する場合
• キュー名称が同じである
• 業務処理プログラムの構成が同じである（J2EE アプリケーションに含まれる
Enterprise Bean が，CTM が認識する範囲で完全に一致する）
Bean 間で共有する場合
• キュー名称が同じである
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• Bean が同じである
同じ業務処理プログラム構成でもキュー名称が異なる場合や，同じキュー名称でも異な
る業務処理プログラム構成を持つ J2EE アプリケーション間では，スケジュールキュー
は共有できません。
複数の J2EE サーバ間でスケジュールキューを共有することもできます。ただし，その
場合は，ユーザ指定名前空間機能を使用して，それぞれの業務処理プログラムである
Enterprise Bean に別名（Optional Name）を付与する必要があります。ユーザ指定名
前空間機能については，「8.2

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアッ

プ」を参照してください。別名の付与は，J2EE アプリケーションのプロパティとして設
定します。J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus シス
テム構築ガイド」を参照してください。

参考
• デフォルトの設定で J2EE アプリケーションをインポートすると，業務処理プログラムを
ルックアップするための名称が「/HITACHI_EJB/SERVERS/ ＜ J2EE サーバ名称＞ /
EJB/ ＜ J2EE アプリケーション名称＞ / ＜業務処理プログラムの名称＞」になります。
この場合，ルックアップ名称に J2EE サーバ名称が含まれてしまうため，J2EE サーバ間
でスケジュールキューを共有できません。
• 一つの J2EE サーバ内で複数の J2EE アプリケーションを同一名称でインポートして，ス
ケジュールキューを共有することはできません。

（2） スケジュールキューを共有する場合
スケジュールキューを共有する場合について，J2EE アプリケーション単位での共有と，
Bean 単位での共有に分けて説明します。
（a） J2EE アプリケーション単位の場合
スケジュールキューを共有すると，複数の J2EE サーバ上の J2EE アプリケーションで，
リクエストを分散処理できます。
スケジュールキューの共有には，次のような効果があります。
● キューを共有する J2EE アプリケーション間で同時実行スレッド数を制御できるので，
特定の J2EE アプリケーションに高い負荷が掛かった時の性能劣化を防げます。これ
によって，システムとしての処理性能を安定させやすくなります。
● キューを共有しているどちらかの J2EE サーバで障害が発生した場合に，縮退運転に
切り替え，キューに滞留したリクエストを障害が発生していない J2EE サーバの
J2EE アプリケーションで処理できます。このため，業務が停止しません。
スケジュールキューを共有する例を次の図に示します。
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図 11-11 スケジュールキューを共有する例（J2EE アプリケーション単位）

EJB クライアントからのルックアップは，グローバル CORBA ネーミングサービスに対
して実行します。スケジュールキューを共有している場合，共有しているキュー（この
場合は X）のリファレンスが取得できるので，そのキューに対して create を実行します。
そこで取得した CTM レギュレータのリファレンスに対して invoke を実行すると，スケ
ジュールキュー X によって，J2EE サーバ 1 または J2EE サーバ 2 に処理が振り分けら
れます。
（b） Bean 単位の場合
スケジュールキューを共有すると，複数の J2EE サーバ上の Bean でリクエストを分散
処理できます。
スケジュールキューの共有には，次のような効果があります。
● 同一の J2EE アプリケーション内にあるほかの Bean の影響を受けることなく，J2EE
アプリケーション内の Bean 種別ごとにキューを分けることができます。
● キューを共有する Bean 間で同時実行スレッド数を制御できるので，特定の Bean に
高い負荷が掛かった時の性能劣化を防げます。これによって，システムとしての処理
性能を安定させやすくなります。
● キューを共有しているどちらかの J2EE サーバで障害が発生した場合，縮退運転に切
り替え，キューに滞留したリクエストを障害が発生していない J2EE サーバ上の
Bean で処理できます。このため，業務が停止しません。
スケジュールキューを共有する例を次の図に示します。
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図 11-12

スケジュールキューを共有する例（Bean 単位）

EJB クライアントからのルックアップは，グローバル CORBA ネーミングサービスに対
して実行します。スケジュールキューを共有している場合，共有しているキュー（この
場合は X）のリファレンスが取得できるので，そのキューに対して create を実行します。
そこで取得した CTM レギュレータのリファレンスに対して invoke を実行すると，スケ
ジュールキュー X によって，J2EE サーバ 1 または J2EE サーバ 2 上の Bean A に処理
が振り分けられます。

（3） スケジュールキューを共有しない場合
スケジュールキューを共有しない場合，異なる J2EE サーバに同じ J2EE アプリケー
ションがインポートされていたり，J2EE サーバ上に同じ Bean があったりしても，リク
エストはそれぞれのキューで制御され，実行されます。
スケジュールキューを共有しないと，負荷分散や縮退運転はできなくなりますが，異な
るスケジュールキューでリクエストが滞留してもその影響を受けなくなるため，優先的
に業務処理を進められます。
スケジュールキューを共有しない場合は，それぞれの J2EE アプリケーションに含まれ
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る業務処理プログラムに別名を指定しないで，それぞれ異なるルックアップ名称にしま
す。
スケジュールキューを共有しない例を次の図に示します。
図 11-13 スケジュールキューを共有しない例

EJB クライアントからのルックアップは，グローバル CORBA ネーミングサービスに対
して実行します。スケジュールキューを共有していない場合，指定した J2EE アプリ
ケーションを制御するキュー（この場合は X）のリファレンスが取得できるので，その
キューに対して create を実行します。そこで取得した CTM レギュレータのリファレン
スに対して invoke を実行すると，スケジュールキュー X が制御している J2EE サーバ 1
に処理が振り分けられます。

11.3.3 スケジュールキューの長さ
スケジュールキューの長さは，次の単位で設定できます。
● CTM デーモン単位
● J2EE アプリケーション単位
● Session Bean 単位
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CTM デーモン単位の設定については，
「11.2.3(2)

スケジュールキューへのリクエスト

の登録」を参照してください。
J2EE アプリケーション単位または Session Bean 単位の設定は，アプリケーション属性
ファイルまたは Session Bean 属性ファイルの <queue-length> タグで設定します。CTM
によるリクエストのスケジューリングの設定については，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。
ただし，スケジュールキューを共有する場合は，スケジュールキューはすでに作成され
ているため，指定したスケジュールキューの長さは無効になります。
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11.4 CTM によるリクエストの流量制御と優先
制御
ここでは，CTM によるリクエストの流量制御と，リクエストの優先制御について説明し
ます。

11.4.1 リクエストの流量制御
CTM を使用した流量制御について説明します。
流量制御は，J2EE サーバで一度に実行される処理数の最大値を設定して，リクエストの
同時実行数を制限する機能です。これによって，J2EE サーバの負荷を一定に抑え，安定
した高いスループットを実現します。CPU や排他資源の競合も抑止できます。
CTM による流量制御は，CTM デーモンおよび CTM デーモンが管理しているスケ
ジュールキューを使用して実現します。
CTM による流量制御の概要を，次の図に示します。この図は，J2EE アプリケーション
単位でスケジュールキューを共有している場合の例です。
図 11-14 CTM による流量制御の概要

CTM デーモンでは，クライアントから受け付けたリクエストをスケジュールキューに登
録して，J2EE アプリケーション単位に設定された同時実行スレッド数分ずつ実行しま
す。クライアントからのリクエストが瞬間的に増加した場合でも，CTM デーモンによっ
て流量が制御されるため，J2EE サーバで実行されるリクエストは同時実行スレッド数以
上には増加しません。また，複数の J2EE サーバの J2EE アプリケーションで同じスケ
ジュールキューを共有している場合は，その J2EE アプリケーション数および各 J2EE
アプリケーションの同時実行スレッド数の設定で，一度に処理できる業務処理プログラ
ムを多重化できます。リクエストは，スケジュールキューの最大リクエスト登録数分ま
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で受け付けられます。最大リクエスト登録数は，スケジュールキュー単位で設定できま
す。なお，スケジュールキュー単位での設定がない場合は，CTM デーモン単位の設定が
デフォルトとなります。これを超えると，エラーが返却されます。
なお，J2EE アプリケーションの同時実行数の制御は，EJB コンテナでも実行できます。
EJB コンテナの同時実行数制御と CTM の流量制御の組み合わせによる効果は次のとお
りです。
● ある J2EE サーバ上の EJB コンテナで同時実行数が上限に達した場合に，ほかの
J2EE サーバにリクエストを転送できます。また，同時実行数が上限に達していなく
ても，該当する EJB コンテナの負荷が高い場合はほかの J2EE サーバにリクエストを
転送できます。
● CTM のキューによって実行待ちのリクエスト数を一定に保てるので，それ以上のリク
エストが EJB コンテナに送信された場合は，エラーを通知できます。
● EJB コンテナのインスタンスのプーリングと併用できます。
CTM が制御するスレッドの最大値およびキューごとのリクエストの登録数は，CTM
デーモンを起動するときに，ctmstart コマンドの引数 -CTMDispatchParallelCount お
よび -CTMMaxRequestCount に指定します。また，運用管理ポータルで構築したシステ
ムを運用している場合は，あらかじめ論理 CTM に設定しておくことができます。
ctmstart コマンドまたは運用管理ポータルの設定の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」，またはマニュアル「Cosminexus 運用管

理操作ガイド」を参照してください。

！

注意事項
• CTM による流量制御では，スケジュールキューごとに同時実行スレッド数（Parallel
Count）を設定します。また，CTM に呼び出される Stateless Session Bean 単位に，
プールしておくインスタンス数の最大値（Pooled Instances の Maximum）を指定できま
す。プールしておくインスタンス数の最大値がスケジュールキューの同時実行スレッド数
よりも少ないと，CTM から呼び出された時にインスタンスが不足するおそれがあるので
ご注意ください。
• CTM を使用する場合，グローバル CORBA ネーミングサービスのほかにそれぞれのホス
トの CORBA ネーミングサービス（ローカル CORBA ネーミングサービス）にも EJB オ
ブジェクトリファレンスが登録されます。このため，アプリケーションの構成によって
は，CTM を使用しないで直接ローカル CORBA ネーミングサービスに対して lookup を
実行して Enterprise Bean を呼び出すことも可能です。ただし，この場合，CTM からの
同時実行スレッド数指定が保証されなくなります。このような使用方法はしないでくださ
い。

11.4.2 リクエストの優先制御
CTM を経由するリクエストには優先順位を付けることができます。EJB クライアントに
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優先順位を付けておくと，優先順位の高い EJB クライアントからのリクエストは，優先
順位の低い EJB クライアントからのリクエストより先にキューから取り出され，処理さ
れます。
リクエストの優先順位は，EJB クライアントとして動作する J2EE サーバ，Web コンテ
ナサーバまたは EJB クライアントアプリケーションのプロパティとして設定します。
CTM では，優先順位に小さな値が設定されている EJB クライアントから送信されてき
たリクエストを，優先的に処理します。

11.4.3 リクエストの同時実行数の動的変更
CTM を使用して流量制御をしている場合に，CTM デーモンを停止しないでスケジュー
ルキュー単位のリクエストの同時実行数を動的に変更できます。これによって，スケ
ジュールキューが対応するサービスの内容に応じて，同時実行数を一時的に増加させた
り，減少させたりできます。
CTM の同時実行数の動的変更は，ctmchpara コマンドで実行します。CTM のスケ
ジュールキューの同時実行数の変更については，マニュアル「Cosminexus システム運
用ガイド」を参照してください。ctmchpara コマンドの詳細については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してください。

ポイント
ctmchpara コマンドで変更したスケジュールキュー単位の同時実行数は，CTM デーモンを
停止するまで有効です。個別の J2EE アプリケーションに設定した parallel count の値とし
て保存はされません。一度 CTM デーモンを再起動して J2EE アプリケーションを再開始す
る場合には，個別の J2EE アプリケーションに設定した parallel count の値が有効になりま
す。

（1） 動的変更の処理の仕組み
CTM による同時実行スレッド数の動的変更の概要を，次の図に示します。
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図 11-15
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図 11-15 について，(a) 〜 (c) で説明します。
（a） 同時実行数を動的変更する前の状態（スケジュールキューとしての同時実行数は 5）
同時実行数を動的変更する前の，J2EE サーバ起動時の状態です。CTM デーモンのスケ
ジュールキューは，J2EE サーバ 1 のアプリケーションと J2EE サーバ 2 の J2EE アプ
リケーションで共有されています。
J2EE サーバ 1 の J2EE アプリケーションでは，Stateless Session Bean の属性として，
同時実行数（parallel count）が 3 に設定されています。J2EE サーバ 2 の J2EE アプリ
ケーションでは，Stateless Session Bean の属性として，同時実行数（parallel count）
が 2 に設定されています。この場合，スケジュールキュー単位の同時実行数は，それぞ
れの J2EE アプリケーションの同時実行数を足した 5 になります。
それぞれの J2EE サーバでは，リクエスト処理要求を受けると，必要に応じてリクエス
ト処理用のスレッドを生成します。最大で J2EE アプリケーションの parallel count に
設定した数分のスレッドが生成されます。生成されたスレッドは，削除されないでその
まま常駐スレッドになります。
なお，parallel count は，サーバ管理コマンドで設定，変更できます。
（b） 同時実行数を動的変更したあとの状態（同時実行数を 8 に増やした場合）
スケジュールキュー単位の同時実行数を動的に 8 に増やした場合について説明します。
スケジュールキュー単位の同時実行数を動的に増やすと，変更後の同時実行数に合わせ
て，それぞれの J2EE アプリケーションのリクエスト処理用の常駐スレッド数も変更さ
れます。
なお，常駐スレッド数が変更されるときには，スケジュールキューを共有している J2EE
アプリケーションで，常駐スレッド数の平均化が実施されます。例えば，三つの J2EE
サーバ上の J2EE アプリケーションの parallel count がそれぞれ 40，30，60 で，それぞ
れ常駐スレッドが最大数作成されている場合に，スケジュールキュー単位の同時実行数
を 120 に変更しようとすると，それぞれの J2EE サーバ上の常駐スレッド数は，
「120
（同時実行数）÷ 3（スケジュール共有数）」で平均化されて，40 になります。
図 11-15 の場合は，同時実行数 8 を二つの J2EE サーバで処理するので，常駐スレッド
数がそれぞれ 4 ずつに変更されます。
（c） 同時実行数を動的に変更したあとの状態（同時実行数を 1 に減らした場合）
スケジュールキュー単位の同時実行数を 1 に減らした場合について説明します。
同時実行数を減らす場合も，変更後の同時実行数に合わせて，それぞれの J2EE アプリ
ケーションのリクエスト処理用の常駐スレッド数が変更されます。この場合も，常駐ス
レッド数は平均化されます。
ただし，スケジュールキュー単位の同時実行数を，スケジュールキューを共有している
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J2EE アプリケーションの数よりも小さくした場合，単純に常駐スレッド数を平均化する
と，リクエストを受け付けない J2EE サーバが出てしまいます。これを防ぐため，常駐
スレッドは最低で 1 個は確保されます。
図 11-15 の場合，同時実行数 1 を二つの J2EE サーバで処理するので，それぞれの
J2EE サーバの常駐処理スレッドは，最低保障常駐スレッド数である 1 になります。た
だし，この場合も，同時に処理されるリクエストの数は，同時実行数分だけになります。
つまり，J2EE サーバ 2 での処理が完了するまで，J2EE サーバ 1 のスレッドでは処理が
実行されません。

（2） 同時実行数に指定できる値
同時実行数を動的変更するときに，指定できる値について説明します。
同時実行数は，1 〜「スケジュールキューを共有している J2EE アプリケーションの数
× 127」までの整数で指定できます。127 は，一つの J2EE アプリケーションで処理で
きる同時実行数（parallel count）の最大数です。
ただし，CTM デーモンを起動するときに -CTMDispatchParallelCount に指定した値を
超える値は指定できません。
次の値を指定した場合は，エラーが出力されて，同時実行数は変更されません。
●0
●「スケジュールキューを共有している J2EE アプリケーションの数× 127」を超える値
● ctmstart コマンドの -CTMDispatchParallelCount の指定値を超える値
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11.5 CTM によるリクエストの閉塞制御
CTM を使用した閉塞制御（サービス閉塞）について説明します。
閉塞制御は，特定の J2EE アプリケーションに対するリクエストの受け付けを停止した
り，リクエストを滞留させたりすることで，システム全体を停止させないで J2EE アプ
リケーションの入れ替えや再起動を可能にして，システムの可用性を高めるための機能
です。
CTM による閉塞制御でできることは，次のとおりです。
● オンライン状態での J2EE アプリケーションの入れ替え
スケジュールキューにリクエストを保持した状態で J2EE アプリケーションを入れ替
えられます。
● J2EE アプリケーションの閉塞制御
リクエストの完了を待ってから，J2EE アプリケーションを閉塞させます。
● スケジュールキューの閉塞制御
スケジュールキューをすぐに閉塞させます。キューに登録済みのリクエストを破棄す
るかどうかを選択できます。
● J2EE サーバ異常終了時のリクエスト保持
J2EE サーバ異常終了時にスケジュールキューのリクエストを一定時間保持します。
リクエストの閉塞制御は，運用管理コマンド（mngsvrutil）で実行します。コマンドの
詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してく

ださい。

11.5.1 オンライン状態での J2EE アプリケーションの入れ替
え
J2EE アプリケーションを入れ替える場合に，オンライン状態で J2EE アプリケーショ
ンを入れ替えられます。
J2EE アプリケーションを入れ替える場合には，CTM デーモンによって，スケジュール
キューの出口を閉じてから，入れ替えを実行します。出口を閉じている間もクライアン
トからのリクエストはスケジュールキューに登録し続けることができます。このため，
該当アプリケーションに対するリクエストもエラーにしないでシステムを運用し続けら
れます。ただし，スケジュールキューの最大リクエスト登録数を超えた場合は，クライ
アントにエラーが返却されます。
オンライン状態での J2EE アプリケーションの入れ替えの概要を，次の図に示します。
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図 11-16

11.5.2

オンライン状態での J2EE アプリケーションの入れ替えの概要

J2EE アプリケーションの閉塞制御

J2EE アプリケーションを停止およびアンデプロイするときに，スケジュールキューに登
録されたリクエストの処理が完了するのを待ってから，J2EE アプリケーションを停止で
きます。これによって，停止する J2EE アプリケーションがそのキューを共有する最後
のアプリケーションであった場合に，すでに受け付けられたリクエストをエラーにしな
いで処理できます。
キューを共有する最後の J2EE アプリケーションが停止する場合，CTM デーモンは，ス
ケジュールキューの入り口を閉じてサービスを停止して，それ以上リクエストを受け付
けないようにします。そのあと，スケジュールキューに登録されていたリクエストの処
理がすべて完了するのを待ってから，J2EE アプリケーションを停止します。
J2EE アプリケーションの閉塞制御の概要を次の図に示します。
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図 11-17 J2EE アプリケーションの閉塞制御の概要

11.5.3 スケジュールキューの閉塞制御
スケジュールキューに対して，直接閉塞を実行することもできます。これによって，複
数の J2EE アプリケーションでスケジュールキューが共有されている場合に，一度に
J2EE アプリケーションを停止できます。スケジュールキューに登録されている仕掛かり
中のリクエストについては，破棄するか一定の時間処理を続けるかを選択できます。処
理を続ける場合は，一定の時間内に処理ができなければ強制的に破棄するように，タイ
ムアウト時間が指定できます。また，仕掛かり中のリクエストについては，処理が続行
されます。
スケジュールキューの閉塞が指示されると，CTM デーモンは，スケジュールキューの入
り口を閉じてサービスを停止して，それ以降のリクエストを受け付けないようにします。
また，すでにスケジュールキューに登録されたリクエストは，設定に従って，破棄する
か，または処理を実行してからスケジュールキューの閉塞を完了します。リクエストを
破棄する場合は，キューに登録されていたリクエストの処理はすべてエラーとしてクラ
イアントに返却されます。処理を実行してから閉塞する場合は，一定時間処理を継続し
て，時間内に終了しなかった処理がエラーで返却されます。
スケジュールキューの閉塞制御の概要を，次の図に示します。
図 11-18 スケジュールキューの閉塞制御の概要

スケジュールキューの閉塞制御を利用した運用については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」のサービスの閉塞の説明を参照してください。
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（1） スケジュールキューの強制閉塞
スケジュールキューは，CTM デーモンとの通信をしないで閉塞することもできます。こ
れを，スケジュールキューの強制閉塞といいます。強制閉塞をする場合は，運用管理コ
マンド（mngsvrutil）のサブコマンド「hold」の引数に，
「queue force」を指定してく
ださい。
なお，スケジュールキューの強制閉塞をすると，滞留しているリクエストは一定時間後
に破棄されます。滞留するリクエストを破棄したくない場合は，ctmholdque コマンドで
-CTMRequestLeave オプションも指定してください。

（2） スケジュールキューのタイムアウト閉塞
スケジュールキューでは，EJB クライアントのタイムアウトを一定間隔で監視し，タイ
ムアウトの発生回数が，設定した回数を超えると，スケジュールキューを閉塞します。
これを，スケジュールキューのタイムアウト閉塞といいます。
タイムアウト発生について次の図で説明します。
図 11-19

スケジュールキューのタイムアウト閉塞の発生

図では，10 秒間隔でタイムアウト発生回数を監視しています。タイムアウト回数のカウ
ントは，監視時間内だけとなります。次の監視時間ではタイムアウトの回数はリセット
してカウントされます。
このとき，例えば，タイムアウト発生回数として 10 回が設定されている場合，10 秒の
監視時間内で 10 回以上タイムアウトが発生すると，キューが閉塞されます。なお，
キューが閉塞されるタイミングは，タイムアウト回数を 10 回以上検知したあとの，次の
監視時間で閉塞されます。この図の場合，監視を始めてから 30 秒後に 11 回のタイムア
ウトを検知したので，タイムアウトを検知した 30 秒後にキューが閉塞されます。
なお，スケジュールキューのタイムアウト閉塞は，ctmstart コマンドの
-CTMWatchRequest オプションで設定します。

11.5.4

J2EE サーバ異常終了時のリクエスト保持

J2EE サーバ異常終了時に，スケジュールキューのリクエストを一定時間保持します。
これによって，J2EE サーバが異常終了した場合でも，すぐにユーザにエラーは返却され
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ません。さらに，J2EE サーバが再起動するまでの間，クライアントからのリクエストは
受け付け続けます。リクエストは，スケジュールキューの最大リクエスト登録数分まで
受け付けられます。このため，J2EE サーバに障害が発生した場合でも，すぐに再起動す
れば，クライアントに障害を気づかせないで運用を続けられます。ただし，スケジュー
ルキューに登録できるリクエストの最大値を超えた場合は，クライアントにエラーが返
却されます。
J2EE サーバ異常終了時のリクエスト保持の概要を，次の図に示します。
図 11-20 J2EE サーバ異常終了時のリクエスト保持の概要
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11.6 CTM によるリクエストの負荷分散
CTM を使用した負荷分散について説明します。
負荷分散は，クラスタ構成などで並列に運用している J2EE サーバ間で，負荷が均等に
なるように処理を分散して割り当て，システム全体の可用性を高める機能です。クライ
アントからの create および invoke の要求をサーバ間，プロセス間およびスレッド間で
負荷分散できます。
負荷分散は，スケジュールキューを共有している J2EE アプリケーション間で実行でき
るほか，複数の CTM デーモン間で負荷情報を交換することで，異なるスケジュール
キューで制御されている J2EE アプリケーションに含まれる業務処理プログラムに対し
ても実行できます。

（1） 負荷分散のタイミング
CTM では，次の 2 回のタイミングで負荷分散を実行します。
● create の実行によって，EJB オブジェクトリファレンスを取得するタイミング
このタイミングでは，負荷が軽い CTM デーモンに処理を振り分けるか，create を受
け付けたホストの CTM デーモンに優先的に処理を振り分けるかが，create 時の選択
ポリシーに従って決まります。
● invoke の実行によって，リモートインタフェースのビジネスメソッドを実行するタイ
ミング
このタイミングでは，負荷が軽い CTM デーモンに処理を振り分けるか，リクエスト
を受け付けたホストの CTM デーモンに優先的に処理を振り分けるかが，スケジュー
ルポリシーに従って決まります。
クライアントから業務処理プログラムを呼び出す流れと負荷分散のタイミングを，次の
図に示します。
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図 11-21 EJB クライアントから業務処理プログラムを呼び出す流れと負荷分散のタイミ
ング

図について説明します。
1. EJB クライアントは，各ホストに配置されているグローバル CORBA ネーミングサー
ビスに対して，lookup を実行します。
図の場合は，ホスト A に対して lookup を実行しています。
グローバル CORBA ネーミングサービスには，スケジュールキューのリファレンスが
登録されています。図の場合は，ホスト A から，登録されていたスケジュールキュー
のリファレンスが返却されます。
2. 取得したリファレンスを使用して create を実行します。
図の場合は，ホスト A の CTM デーモンに対して，create を実行しています。
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このタイミングで，1 回目の負荷分散が実行されます。
このとき，create 時の選択ポリシーに従って負荷分散が実行されます。
create を受け付けた CTM デーモンは，create 時の選択ポリシーに従って，次のどち
らかのリファレンスを EJB クライアントに返却します。
• create を受け付けたホストの CTM デーモンに対応する CTM レギュレータのリ
ファレンス
• CTM ドメイン内の負荷が軽い CTM デーモンに対応する CTM レギュレータのリ
ファレンス
図の場合は，ホスト B の CTM レギュレータのリファレンスが返却されます。
3. 取得したリファレンスを使用して，リモートインタフェースに定義した invoke また
は remove を実行します。
図の場合は，ホスト B の CTM レギュレータに対して，invoke を実行しています。リ
クエストは，CTM レギュレータによって CTM デーモンに送信されます。
このタイミングで，2 回目の負荷分散が実行されます。
invoke 実行時に，スケジュールポリシーに従って負荷分散が実行されます。※
図の場合は，リクエストを受け付けたホスト A の CTM デーモンに振り分けられまし
た。振り分けられたリクエストはスケジュールキューに登録されます。実行時には，
あらかじめプールされていた EJB オブジェクトのリファレンスと結び付けられて，
J2EE サーバの業務処理プログラムを呼び出します。このとき，異常終了した J2EE
サーバやハングアップしてタイムアウトした業務処理プログラムを呼び出すことはあ
りません。
注※
remove 実行時にはスケジュールポリシーは適用されません。
業務処理プログラムからの応答は，リクエストを受け付けた CTM デーモンを経由して，
EJB クライアントに返却されます。

（2） 負荷状況の監視
CTM では，スケジュールキューの負荷状況を監視できます。負荷状況の監視は，J2EE
サーバ単位で指定した監視時間の間隔で実施されます。監視間隔の設定は，CTM デーモ
ンを起動するときに ctmstart コマンドの引数として指定します。また，運用管理ポータ
ルで構築したシステムを運用している場合は，論理 CTM であらかじめ設定しておくこと
ができます。ctmstart コマンドまたは運用管理ポータルの設定の詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus

運用管理操作ガイド」を参照してください。
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11.7 CTM によるリクエストのキューの滞留監
視
J2EE サーバで，CTM デーモンのスケジュールキュー取り出しが遅れると，リクエスト
がスケジュールキューの中で滞留することがあります。これを監視する機能として，ス
ケジュールキュー監視機能があります。
スケジュールキュー監視機能では，スケジュールキュー内に滞留しているリクエストの
数を監視します。スケジュールキューにリクエストが滞留し，その数が一定の割合を超
えると，メッセージを出力し，CTM デーモンは異常終了します。
スケジュールキュー監視は次のように動作します。
1. スケジュールキューの監視は，設定したキューの滞留率を超えた時点から開始しま
す。
2. 監視状態になると，指定した監視時間間隔でスケジュールキューを監視します。
3. 監視のタイミングで，次に示すスケジュールキュー滞留監視式が成立すると，CTM
デーモンが異常終了します。
スケジュールキュー滞留監視式
（P ／ Cn-1）＜ （M1 ／ 100）
P：前回監視時点から現在までのリクエスト処理数
Cn-1：前回の監視時点でのキュー滞留数
M1：システム停止のしきい値（しきい値はシステムの処理率）
なお，スケジュールキュー監視は，ctmstart コマンドの -CTMWatchQueue オプション
で設定します。コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
コマンド編」を参照してください。

（1） スケジュールキュー監視の例
例を使用してスケジュールキュー監視について説明します。
次の内容が設定されていることとします。
• スケジュールキュー監視を行うキューの滞留率：60%
• システム停止のしきい値：70%
• スケジュールキューの監視間隔：1 秒
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図 11-22

スケジュールキュー監視

この例の場合，システムの処理率が 70% を下回るとシステムが停止します。このため，
スケジュールキュー滞留監視式「（P ／ Cn-1）＜ （M1 ／ 100）」の右辺「M1 ／ 100」
は，70 ／ 100 ＝ 0.7 となるため，この例でのスケジュールキュー滞留監視式は次のとお
りとなります。
この例のスケジュール滞留監視式
（P ／ Cn-1）＜ 0.7
左辺「（P ／ Cn-1）」の値が 0.7 未満になると，CTM デーモンが異常終了します。
また，この例では，スケジュールキューの滞留数の最大が 50 の場合について説明しま
す。このため，スケジュールキューの滞留率 60% は，スケジュールキューの滞留数にす
ると 30 となります。滞留数が 30 を超えるとスケジュールキュー監視が開始されます。
図中の監視時点ごとにスケジュールキュー監視について説明します。
C1
C1 でのスケジュールキューの滞留数は 31 で，スケジュールキューの滞留率が 60%
（滞留数は 30）を超えているので，スケジュールキューの滞留監視を開始します。
C2
P（C1 から C2 までのリクエスト処理数）＝ 22 のため，スケジュールキュー滞留監
視式の左辺「
（P ／ Cn-1）
」の値は次のようになります。
（P ／ C1）＝ 22 ／ 31 ＝ 0.7
システムが停止する 0.7 と同じ値であるため，CTM デーモンは停止しません。
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また，C2 でのスケジュールキューの滞留数は 45 で，スケジュールキューの滞留率
が 60%（滞留数は 30）を超えているので，引き続きスケジュールキューの滞留監視
を実施します。
C3
P（C2 から C3 までのリクエスト処理数）＝ 32 のため，スケジュールキュー滞留監
視式の左辺「（P ／ Cn-1）
」の値は次のようになります。
（P ／ C2）＝ 32 ／ 45 ＝ 0.71
システムが停止する 0.7 を超えているので，CTM デーモンは停止しません。
また，C3 でのスケジュールキューの滞留数は 35 で，スケジュールキューの滞留率
が 60%（滞留数は 30）を超えているので，引き続きスケジュールキューの滞留監視
を実施します。
C4
P（C3 から C4 までのリクエスト処理数）＝ 35 のため，スケジュールキュー滞留監
視式の左辺「（P ／ Cn-1）
」の値は次のようになります。
（P ／ C3）＝ 35 ／ 35 ＝ 1
システムが停止する 0.7 を超えているので，CTM デーモンは停止しません。
また，C4 でのスケジュールキューの滞留数は 30 で，スケジュールキューの滞留率
が 60%（滞留数は 30）と同じであるため，スケジュールキューの滞留監視は終了し
ます。
C5
P（C4 から C5 までのリクエスト処理数）＝ 5 のため，スケジュールキュー滞留監
視式の左辺「（P ／ Cn-1）
」の値は次のようになります。
（P ／ C4）＝ 5 ／ 30 ＝ 0.16
システムが停止する 0.7 未満になっていますが，C5 ではスケジュールキューの滞留
監視をしていないため，CTM デーモンは停止しません。
C6
C6 でのスケジュールキューの滞留数は 31 で，スケジュールキューの滞留率が 60%
（滞留数は 30）を超えているので，スケジュールキューの滞留監視を開始します。
C7
P（C6 から C7 までのリクエスト処理数）＝ 2 のため，スケジュールキュー滞留監
視式の左辺「（P ／ Cn-1）
」の値は次のようになります。
（P ／ C6）＝ 2 ／ 31 ＝ 0.06
システムが停止する 0.7 未満になっているので，CTM デーモンは異常停止します。
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（2） 注意事項
● 監視状態のリクエストキューに対して，閉塞コマンド（ctmholdque コマンド）を使
用してリクエストキューに滞留しているリクエストを破棄した場合，破棄したリクエ
ストは処理されたものとして判別されます。
● リクエストキューを監視している状態で，閉塞コマンド（ctmholdque コマンド）を
使用した場合，監視状態は次のようになります。
• 通常閉塞の場合（ctmholdque コマンドのオプション指定なし）
リクエストが破棄されるため，キューの滞留数が減少します。このため，自動的に
監視状態が解除されます。
• 入口閉塞の場合（ctmholdque コマンドに -CTMRequestLeave オプションを指定）
滞留しているリクエストはサーバで処理されるため，監視状態のままとなります。
• 出口閉塞の場合（ctmholdque コマンドに -CTMChangeServer オプションを指定）
滞留しているリクエストは処理されず，処理率が 0 になるため，システムは停止し
ます。このため，監視状態は解除されます。
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11.8 CTM のゲートウェイ機能を利用した
TPBroker ／ OTM クライアントとの接続
CTM では，次に示すクライアントからアプリケーションサーバ上で動作する J2EE アプ
リケーションを呼び出せるゲートウェイ機能を提供します。
• TPBroker クライアント
TPBroker Version 5 以降で開発されたクライアントアプリケーションです。
• TPBroker OTM クライアント
TPBroker Object Transaction Monitor で開発されたクライアントアプリケーションで
す。
また，CTM ではゲートウェイでリクエストを送受信するときの性能解析情報を出力でき
ます。出力した性能解析情報は，CSV 形式などに変換して，ほかの J2EE サーバの各機
能が出力する性能解析情報とあわせて分析できます。性能解析トレース出力については，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照してください。
CTM のゲートウェイ機能を使用した，TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM
クライアントからの J2EE アプリケーションの呼び出しの概要を次の図に示します。
図 11-23 TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントからの J2EE アプ
リケーションの呼び出しの概要

TPBroker クライアントは ORB ゲートウェイ経由，TPBroker OTM クライアントは
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OTM ゲートウェイ経由で，J2EE サーバ上の J2EE アプリケーションにリクエストを送
信します。ORB ゲートウェイおよび OTM ゲートウェイは，CTM が提供するプロセス
群で，ORB ゲートウェイおよび OTM ゲートウェイは，CTM デーモンを起動するとき
に，同時に起動されます。
TPBroker クライアントおよび TPBroker OTM クライアントから J2EE アプリケーショ
ンへのリクエスト方法と，リファレンスの解決方法を次に示します。
● TPBroker クライアントの場合
ctmregltd コマンドの -CTMAgent オプションに 1 を指定する，または
-CTMIDLConnect オプションに 1 を指定すると，CTM レギュレータで ORB ゲート
ウェイ機能が有効になります。-CTMAgent オプションに 1 を指定した場合，EJB の
ルックアップ名称をオブジェクト名称として，スマートエージェントに CORBA リ
ファレンスを登録します。そのため，TPBroker クライアントでは，EJB のルック
アップ名称を _bind() の引数に指定してリファレンスの参照を解決します。
-CTMIDLConnect オプションに 1 を指定した場合，ctmgetior コマンドで IOR 文字
列を取得することでリファレンスの参照を解決します。
● TPBroker OTM クライアントの場合
ctmstart コマンドの -CTMTSCGwStart オプションに 1 以上を指定すると，OTM
ゲートウェイが開始されます。TPBroker OTM クライアントでは，TSC ユーザプロ
キシを生成するコンストラクタの引数に，EJB のルックアップ（登録）名称を TSC
アクセプタ名称として指定します。なお，TSC アクセプタ名称は省略できませんので
注意してください。また，接続形態は，TSC レギュレータを選択してください。
なお，TPBroker クライアントおよび TPBroker OTM クライアントから J2EE サーバ上
のアプリケーションを呼び出すためのクライアントアプリケーションの開発方法につい
ては，TPBroker または TPBroker Object Transaction Monitor のドキュメントを参照し
てください。
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J2EE サーバ間のセッション
情報の引き継ぎ
J2EE サーバ間のセッション情報を引き継ぐには，セッション
フェイルオーバ機能を使用します。この章では，セッション
フェイルオーバ機能について説明します。この機能を使用する
と，アプリケーションで実行中のセッション情報が管理され，
J2EE サーバで障害が発生したときにそのセッション情報がほ
かの J2EE サーバに引き渡されます。これによって，リクエス
トがほかの J2EE サーバに転送された場合でも，障害発生前の
状態で業務を続行できるようになります。

12.1 セッションフェイルオーバ機能とは
12.2 グローバルセッションを利用したセッション管理
12.3 HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御
12.4 URL 書き換えによるグローバルセッションの制御
12.5 グローバルセッションの制御方法が混在する場合のシステム構成
12.6 セッションフェイルオーバ機能で実施される処理
12.7 セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションの実装
12.8 障害検知の方法
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12.1 セッションフェイルオーバ機能とは
セッションフェイルオーバ機能とは，J2EE サーバや Web サーバでの，ソフトウェア障
害，ハードウェア障害，およびネットワーク障害の発生時に，J2EE サーバ上の
HttpSession オブジェクトに登録されたオブジェクトを引き継ぐ機能です。
セッションフェイルオーバ機能を使用すると，システム内の特定の J2EE サーバに障害
が発生した場合に，障害発生前のセッション情報を引き継いで，ほかの J2EE サーバで
業務を続行できます。これによって，システムの可用性を高めることができます。
ここでは，セッションフェイルオーバ機能の利点と，前提条件について説明します。
なお，セッションフェイルオーバ機能を使用するための，J2EE サーバ間のセッション情
報の引き継ぎの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参
照してください。

12.1.1

セッションフェイルオーバの利点

HttpSession オブジェクトは，J2EE サーバのメモリ上で保持されています。J2EE サー
バで障害が発生すると，HttpSession オブジェクトは失われます。複数の J2EE サーバ
で構成されているシステムの場合に，一つの J2EE サーバで障害が発生すると，リクエ
ストはほかの J2EE サーバに転送されます。しかし，HttpSession オブジェクトが失わ
れるため，HttpSession オブジェクトに登録された情報（セッション情報）は引き継が
れません。このため，リクエストが転送された J2EE サーバ上の J2EE アプリケーショ
ンでは，新規のセッションとして扱うことになります。例えば，ユーザ認証処理後の画
面で障害が発生すると，再ログインが必要になります。
セッションフェイルオーバ機能を使用すると，セッション情報を管理し，J2EE サーバで
障害が発生した場合には，管理しているセッション情報をほかの J2EE サーバに引き渡
せます。このため，J2EE サーバで障害が発生し，ほかの J2EE サーバにリクエストが
転送された場合でも，障害発生前の状態で業務を続行できます。
また，統合ユーザ管理を使用している場合でも，セッションフェイルオーバ機能を使用
してログイン状態を別の J2EE サーバに引き継ぐことができます。
セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合と使用した場合の処理の流れを次の図
に示します。
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図 12-1

セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合と使用した場合の処理の流れ

セッションフェイルオーバ機能を使用していないときにサーバに障害が発生すると，
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セッション情報が失われるため，再ログインが必要になります。
セッションフェイルオーバ機能を使用すると，セッション情報がサーバ間で引き継がれ
るため，ブラウザでのユーザの操作では，サーバの障害発生に気づくことなく，処理を
続行できます。

12.1.2

前提条件

セッションフェイルオーバ機能を利用するための前提条件について説明します。

（1） 前提となる構成
セッションフェイルオーバ機能を使用するには，負荷分散機の使用が前提となります。
セッションフェイルオーバ機能は負荷分散機を使用した，複数の J2EE サーバにリクエ
ストを振り分けるシステム構成の場合に使用できます。
セッションフェイルオーバ機能を使用するためのシステム構成については，マニュアル
「Cosminexus

システム設計ガイド」の SFO サーバを使用したセッション情報の引き継

ぎについての説明を参照してください。
なお，リダイレクタの負荷分散機能を使用している場合，セッションフェイルオーバ機
能は使用はできません。セッションフェイルオーバ機能とリダイレクタの負荷分散機能
を同時に使用すると，次のような問題が発生します。
• 負荷分散機による，J2EE サーバ自体の負荷分散ができなくなります。
• 負荷分散機のヘルスチェックを任意の J2EE サーバに送信できません。また，J2EE
サーバに障害が発生した場合も，リダイレクタで正常な J2EE サーバにリクエストが
転送されるので，負荷分散機で J2EE サーバの障害を検知できなくなります。

参考
負荷分散機によるリクエストの振り分けとは
負荷分散機では，リクエストの振り分けが実行されます。これによって，負荷が分散される
ので，システムの安定稼働と処理性能の向上が図れます。
負荷分散機を使用した負荷分散には，Web サーバや J2EE サーバに負荷分散処理に関する
負荷が掛からないという利点があります。なお，負荷分散機によるリクエストの振り分け方
式は，それぞれの負荷分散機に依存します。
負荷分散機によるリクエスト振り分けの例を次の図に示します。
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図 12-2

負荷分散機によるリクエストの振り分けの例

（2） 前提となる機能
セッションフェイルオーバ機能を使用するためには，次の機能の利用が前提となります。
● HttpSession オブジェクト数の上限値の指定機能
有効となる HttpSession オブジェクトの数に上限値を設定する機能です。なお，セッ
ションフェイルオーバ機能を使用する場合は，上限値に，1 以上の有効な値を設定す
る必要があります。HttpSession オブジェクト数の上限値の設定については，「4.4.4
HttpSession オブジェクト数の上限値の設定」を参照してください。
なお，開発環境でグローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合，
HttpSession オブジェクト数の上限値の指定は不要です。グローバルセッション情報
のサイズ見積もり機能については，「12.2.10

グローバルセッション情報のサイズの

見積もり」を参照してください。
● セッション ID へのサーバ ID の付加機能
HttpSession のセッション ID に，Web コンテナごとに異なるサーバ ID を付加する機
能です。セッション ID へのサーバ ID の付加については，
「4.4.5 セッション ID お
よび Cookie へのサーバ ID の付加」を参照してください。

（3） 必要な設定
セッションフェイルオーバ機能を使用するために必要な設定について説明します。
● セッションフェイルオーバ機能を使用するための DD の定義
セッションフェイルオーバ機能を使用するには，Web アプリケーションの DD
（web.xml）にセッションフェイルオーバ用フィルタのフィルタ定義，およびフィルタ
マッピング定義を追加する必要があります。セッションフェイルオーバ機能を使用する
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ための DD の定義については，「12.7.4

DD の定義」を参照してください。セッション

フェイルオーバ用フィルタの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築
ガイド」を参照してください。
なお，J2EE アプリケーションを J2EE サーバにインポートしたあとで，セッション
フェイルオーバ機能を使用するための設定を変更する場合は，サーバ管理コマンドに
よって変更できます。マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の，セッション
情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定変更の説明を参照してください。
このほか，セッションフェイルオーバ機能を使用した場合，ServletAPI の動作について
注意する必要があります。セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーション
の開発については，「12.7 セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーション
の実装」を参照してください。
● HTTP セッションのスティッキー（Sticky）の設定
セッションフェイルオーバ機能を使用するには，負荷分散機に対する HTTP セッション
のスティッキーを設定する必要があります。
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12.2 グローバルセッションを利用したセッ
ション管理
この節では，グローバルセッションを利用したセッション管理について説明します。

12.2.1

グローバルセッションを利用したセッション管理の
概要

セッションフェイルオーバ機能では，J2EE サーバ上の HttpSession オブジェクトに登
録されたオブジェクトの情報を，ほかの J2EE サーバに引き継ぎます。
複数の J2EE サーバ間で引き継いで使用できるセッションを，グローバルセッションと
いいます。HTTP セッションは，そのセッションを扱っている J2EE サーバに障害が発
生すると消失します。一方，グローバルセッションは，J2EE サーバとは別のサーバ
（SFO サーバ）で管理されているため，J2EE サーバに障害が発生した場合も消失しませ
ん。このため，一つの J2EE サーバで障害が発生した場合に，別の J2EE サーバに
HTTP セッションを作成して，グローバルセッションの情報を引き継ぐことができます。
グローバルセッションを使用している場合に，ほかの J2EE サーバに引き継がれる
HttpSession オブジェクトの情報を，グローバルセッション情報といいます。
HTTP セッションとグローバルセッションの範囲について，次の図に示します。
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図 12-3

HTTP セッションとグローバルセッションの範囲

セッションフェイルオーバ機能では，J2EE サーバでの障害発生時にグローバルセッショ
ン情報を引き継ぐことで，ユーザにエラーを通知することなく，障害発生前の状態で業
務を続行できます。グローバルセッション情報は，SFO サーバで管理されます。SFO
サーバとは，システム内のグローバルセッション情報を管理するための J2EE サーバで
す。
セッション情報の引き継ぎの流れについて次の図で説明します。
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図 12-4

セッション情報引き継ぎの流れ

1. J2EE サーバ 1 で HTTP セッションの生成後，グローバルセッション情報は SFO
サーバに格納されます。
2. J2EE サーバ 1 に障害が発生すると，処理を引き継いだ J2EE サーバ 2 では，SFO
サーバに対して，グローバルセッション ID を基にグローバルセッション情報の取得
を要求します。
グローバルセッション ID とは，グローバルセッション情報を一意に識別するための
ID です。
3. J2EE サーバ 2 では，セッションに対するリクエスト処理を開始する際に，グローバ
ルセッション情報の同期をとるため，グローバルセッション情報に対してロックを掛
けます。
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4. SFO サーバは，J2EE サーバ 2 にグローバルセッション情報を渡します。
5. J2EE サーバ 2 でのリクエスト処理が完了すると，リクエスト処理で更新されたグ
ローバルセッション情報は，SFO サーバに送信されます。
6. SFO サーバ側で，グローバルセッション情報が更新されます。
7. ロックが解除されます。
流れの中で出てきた項目について，以降の項で説明します。

12.2.2

グローバルセッション ID

グローバルセッション ID とは，グローバルセッションを管理するための ID です。グ
ローバルセッション ID によって，システム内でグローバルセッション情報を一意に識別
できます。グローバルセッション ID は，HttpSession オブジェクトが作成されるごと
に，HTTP セッション ID に関連づけて発行されます。J2EE サーバに障害が発生し，
セッション情報が引き継がれるときにも，グローバルセッション ID が変わることはあり
ません。
グローバルセッション ID は，グローバルセッション ID の発行時刻，および HTTP セッ
ション ID で構成されています。
グローバルセッション ID の形式を次の図に示します。
図 12-5

グローバルセッション ID の形式

グローバルセッション ID の発行時刻は，GMT（グリニッジ標準時）の 1970 年 1 月 1
日 0 時からの通算ミリ秒数（8 バイトのデータを 16 進数で表現したもの）です。J2EE
サーバで障害が発生したときに，障害発生前と障害発生後に作成されたグローバルセッ
ション ID を必ず一意にするために付加されています。
HTTP セッション ID は，J2EE サーバ内で一意な文字列と，サーバ ID で構成されてい
ます。サーバ ID とは，セッション ID へのサーバ ID 付加機能で設定される ID です。
セッション ID へのサーバ ID 付加機能については，
「4.4.5

セッション ID および

Cookie へのサーバ ID の付加」を参照してください。

12.2.3

グローバルセッション情報

グローバルセッション情報とは，セッションフェイルオーバ機能で引き継がれる HTTP
セッションの情報です。SFO サーバで管理されます。
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SFO サーバでグローバルセッション情報として保持するセッション情報には，次の設定
ができます。
• グローバルセッション情報として引き継ぐセッション情報の範囲
• グローバルセッション情報として指定できるセッション情報のデータ型
• グローバルセッション情報の種別（書き換え可能にするかまたは読み込み専用にする
か）
これらの設定は，セッションフェイルオーバ用フィルタに設定します。セッションフェ
イルオーバ用フィルタの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」を参照してください。
次に，各設定内容について説明します。

（1） グローバルセッション情報として引き継ぐセッション情報の範囲
SFO サーバでは，引き継ぎ対象として選択したセッション情報だけがグローバルセッ
ション情報として保持されます。グローバルセッション情報として選択できるセッショ
ン情報は，HTTP セッションに登録された一部，またはすべてです。引き継ぎ対象とし
て選択するセッション情報は，グローバルセッション情報の種別ごとに指定できます。
グローバルセッション情報の種別については，
「(4) グローバルセッション情報の種別」
を参照してください。
グローバルセッション情報選択時の注意事項
パフォーマンス向上のために，グローバルセッション情報には，必要最低限の
HTTP セッション情報を指定してください。
（a） HTTP セッションに登録された一部のセッション情報を引き継ぐ場合
HTTP セッションに登録されたセッション情報のうち，一部のセッション情報をグロー
バルセッション情報として引き継ぐ場合には，あらかじめ，DD（web.xml）で引き継ぎ
対象とするセッション情報のキー名称を指定する必要があります。この場合，Web アプ
リケーション内で動的にキー名称を作成するセッション情報をグローバルセッションと
して指定することはできません。
HTTP セッションに登録された一部のセッション情報を引き継ぐ例を次の図に示します。
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図 12-6

HTTP セッションに登録された一部のセッション情報を引き継ぐ例

（b） HTTP セッションに登録されたすべてのセッション情報を引き継ぐ場合
HTTP セッションに登録されたセッション情報を，グローバルセッション情報としてす
べて引き継ぐ場合には，あらかじめ，DD（web.xml）で引き継ぎ対象とするセッション
情報のキー名称を設定する必要はありません。ただし，すべてのセッション情報を引き
継ぐ設定をする必要があります。
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！

注意事項
HTTP セッションに登録されたすべてのセッション情報をグローバルセッション情報として
引き継ぐと，引き継ぐ必要がない情報が HTTP セッションに登録されている場合に，リク
エスト処理のパフォーマンスが低下することがあります。このため，グローバルセッション
情報には，必要な HTTP セッション情報だけ指定して引き継ぐことをお勧めします。

（2） グローバルセッション情報として指定できるセッション情報のデー
タ型
（a） データ型の種類
グローバルセッション情報として指定できるセッション情報には，次のデータ型のオブ
ジェクトが指定できます。
• java.lang.String クラスのオブジェクト
• byte 型配列
• 直列化可能クラスのオブジェクト
java.lang.String クラス以外のデータ型のオブジェクトを引き継ぎ対象とする場合は，あ
らかじめ，DD（web.xml）でデータ型の引き継ぎを許可する設定が必要です。DD
（web.xml）でデータ型の設定を省略した場合は，java.lang.String クラスのオブジェク
トだけが引き継ぎ可能なセッション情報となります。

参考
既存の J2EE アプリケーションにセッションフェイルオーバ機能を適用するときは，引き継
ぎをしたいセッション情報のデータ型を確認してください。指定したデータ型以外のオブ
ジェクトの扱いについては，
「(3)

引き継ぎ対象外のオブジェクトの扱い」を参照してくだ

さい。

（b） 直列化可能クラスのオブジェクトを引き継ぎ対象にする場合の注意事項
● 直列化可能クラスは，java.io.Serializable インタフェースを実装したクラスです。
java.io.ObjectOutputStream クラスの writeObject() メソッドによってシリアライズ
できます。直列化可能クラスのオブジェクトを引き継ぎ対象にすると，グローバル
セッション情報は，セッション情報を java.io.ObjectOutputStream クラスでシリアラ
イズして作成されます。この場合，引き継ぐセッション情報のデータ型が，
java.lang.String クラスのオブジェクト，または byte 型配列であっても，データ型に
関係なく，直列化可能クラスのオブジェクトとしてシリアライズされます。
セッション情報のシリアライズ処理では，属性ごとにシリアライズしたあとに，作成
したグローバルセッション情報のサイズをチェックします。シリアライズ後の一時的
なデータは，GSInfosLengthMax に指定したグローバルセッション情報の最大サイズ
に関係なく作成されます。このため，見積もった値を超える巨大なオブジェクトが
HTTP セッションに登録されることがあります。この場合，グローバルセッション情
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報の作成中にメモリ不足（OutOfMemoryError エラー）が発生するおそれがあるの
で，注意してください。
● セッションフェイルオーバ機能では，次に示す直列化可能クラスのオブジェクトを引
き継ぎ対象としてサポートしています。
• J2EE アプリケーションで提供されるクラスのオブジェクト
• J2SE で提供されるクラスのオブジェクト
ただし，引き継ぎ処理では，HTTP セッションに登録された直列化可能クラスのオブ
ジェクトが，セッションフェイルオーバ機能でサポートされているかオブジェクトか
どうかはチェックされません。このため，セッションフェイルオーバ機能でサポート
していないオブジェクトを HTTP セッションに登録している場合には，次のどちらか
を実施して，このオブジェクトが引き継がれないようにしてください。
• DD（web.xml）で引き継ぎ対象とするオブジェクトのキー名称を設定する。
• オブジェクトが引き継がれないように J2EE アプリケーションを変更する。
（c） データ型選択時の注意事項
セッション情報が直列化可能クラスのオブジェクトである場合，グローバルセッション
情報の更新，および引き継ぎ処理で，オブジェクトのシリアライズまたはデシリアライ
ズ処理が必要になります。シリアライズ処理は，引き継ぎ対象のオブジェクトだけでな
く，このオブジェクトから参照されるオブジェクトすべてを対象とします。このため，
引き継ぐ必要がない情報を含むクラスの場合，性能が低下することがあります。
シリアライズ処理の対象範囲の例を次の図に示します。
図 12-7

シリアライズ処理の対象範囲の例

この図では，HTTP セッションに登録されたオブジェクト（1 〜 3）にフィールドとして
含まれているオブジェクト（a 〜 e）も，シリアライズ処理の対象に含まれます。
パフォーマンス向上のためには，グローバルセッション情報を java.lang.String クラス
または byte 型配列のオブジェクトに限定することをお勧めします。
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（3） 引き継ぎ対象外のオブジェクトの扱い
グローバルセッション情報として引き継ぎ対象外となるオブジェクトが HTTP セッショ
ンに登録された場合の扱いについて説明します。引き継ぎ対象とするセッション情報の
データ型および範囲の設定によって，オブジェクトの扱いが異なります。
また，直列化可能クラスのオブジェクトの場合，セッション情報の引き継ぎ時にシリア
ライズ処理またはデシリアライズ処理を実施します。これらの処理に成功するかどうか
によってもオブジェクトの扱いが異なります。
（a） java.lang.String クラスまたは byte 型配列のオブジェクトが引き継ぎ対象である場合
リクエスト処理完了時点で，HTTP セッションに java.lang.String クラスまたは byte 型
配列以外のオブジェクトが登録されている場合，引き継ぎ対象とするセッション情報の
範囲の設定によって，セッション情報を引き継ぐかどうかが異なります。HTTP セッ
ションに引き継ぎ対象外のオブジェクトが登録されている場合のセッション情報の引き
継ぎ可否を次の表に示します。
表 12-1

HTTP セッションに引き継ぎ対象以外のオブジェクトが登録されている場合の
セッション情報の引き継ぎ可否

引き継ぎ対象とす
るセッション情報
の範囲

一部のセッション
情報※を引き継ぐ場
合

すべてのセッショ
ン情報を引き継ぐ
場合

注※

リクエスト処理完了時点の動作

セッション情報の引き継ぎ可否
引き継ぎ対象外のオ
ブジェクト

引き継ぎ対象のオブ
ジェクト

KDJE34226-E のメッセージが
出力され，エラーが通知されま
す。
HTTP セッションに登録された
すべての書き換え可能グローバ
ルセッション情報は削除され，
リクエストが処理されます。こ
の場合，KDJE34219-W のメッ
セージが Warning レベルで出
力されます。

セッション情報は引
き継がれません。

エラーが通知される
原因となった HTTP
セッションに登録さ
れた，すべてのセッ
ション情報が引き継
がれません。

KDJE34255-W のメッセージが
Warning レベルで出力されま
す。

セッション情報は引
き継がれません。

セッション情報は
SFO サーバに冗長化
されて，引き継がれ
ます。

DD（web.xml）で指定したキーで登録されたセッション情報です。

（b） 直列化可能クラスのオブジェクトが引き継ぎ対象である場合
リクエスト処理完了時点で，HTTP セッションに引き継ぎ対象外のオブジェクト登録さ
れている場合，引き継ぎ対象とするセッション情報の設定範囲によって，セッション情
報を引き継ぐかどうかが異なります。
また，直列化可能クラスのオブジェクトの場合，セッション情報の引き継ぎ時にシリア
ライズ処理またはデシリアライズ処理を実施します。これらの処理に成功するかどうか
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によってもオブジェクトの扱いが異なります。
● HTTP セッションに登録された一部のセッション情報を引き継ぐ場合
DD（web.xml）で指定したキーで登録されたセッション情報は，java.io.Serializable
インタフェースを実装した直列化可能クラスでなければなりません。リクエスト処理
完了時点で，java.io.Serializable インタフェースを実装していないクラスのオブジェ
クトや，直列化可能クラス以外のオブジェクトが登録されていた場合にはエラーとな
ります。この場合，HTTP セッションに登録されたすべてのセッション情報が引き継
がれません。
HTTP セッションに登録されたオブジェクトによるセッション情報の引き継ぎ可否を
次の表に示します。
表 12-2

HTTP セッションに登録されたオブジェクトによるセッション情報の引き継ぎ
可否（一部のセッション情報を引き継ぐ場合）

項
番

1

HTTP セッションに登録された
オブジェクトの内容
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セッション情報の引き継ぎ可否

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
の有無

シリアライ
ズの成功 /
失敗

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
有り

シリアライ
ズの成功

リクエストは処理されます。

−（該当し
ません）

セッション情
報は SFO サー
バに冗長化さ
れて，引き継
がれます。

シリアライ
ズの失敗

KDJE34256-E のメッセー
ジが出力され，エラーが通
知されます。
HttpSession オブジェクト
に登録されたすべての書き
換え可能グローバルセッ
ション情報は削除され，リ
クエストが処理されます。
この場合，KDJE34219-W
のメッセージが Warning レ
ベルで出力されます。

セッション
情報は引き
継がれませ
ん。

エラーが通知
される原因と
なった HTTP
セッションに
登録された，
すべてのセッ
ション情報は
引き継がれま
せん。

−（シリア
ライズでき
ません）

KDJE34226-E のメッセー
ジが出力され，エラーが通
知されます。
HTTP セッションに登録さ
れたすべての書き換え可能
グローバルセッション情報
は削除され，リクエストが
処理されます。この場合，
KDJE34219-W のメッセー
ジが Warning レベルで出力
されます。

セッション
情報は引き
継がれませ
ん。

エラーが通知
される原因と
なった HTTP
セッションに
登録された，
すべてのセッ
ション情報は
引き継がれま
せん。

2

3

リクエスト処理完了時点の
動作

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
無し

引き継ぎ対
象外のオブ
ジェクト

引き継ぎ対象
のオブジェク
ト
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● HTTP セッションに登録されたすべてのセッション情報を引き継ぐ場合
リクエスト処理完了時点で，HTTP セッションに java.io.Serializable インタフェース
を実装していないクラスのオブジェクトや，直列化可能クラス以外のオブジェクトが
登録されていた場合，これらのオブジェクトは無視されて引き継がれません。
HTTP セッションに登録されたオブジェクトによるセッション情報の引き継ぎ可否を
次の表に示します。
表 12-3

HTTP セッションに登録されたオブジェクトによるセッション情報の引き継ぎ
可否（すべてのセッション情報を引き継ぐ場合）

項
番

1

HTTP セッションに登録された
オブジェクトの内容

セッション情報の引き継ぎ可否

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
の有無

シリアライ
ズの成功 /
失敗

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
有り

シリアライ
ズの成功

リクエストは処理されます。

−（該当し
ません）

セッション情
報は SFO サー
バに冗長化さ
れて，引き継
がれます。

シリアライ
ズの失敗

KDJE34256-E のメッセー
ジ出力され，エラーが通知
されます。
HttpSession オブジェクト
に登録されたすべての書き
換え可能グローバルセッ
ション情報は削除され，リ
クエストが処理されます。
この場合，KDJE34219-W
のメッセージが Warning レ
ベルで出力されます。

セッション
情報は引き
継がれませ
ん。

エラーが通知
される原因と
なった HTTP
セッションに
登録された，
すべてのセッ
ション情報は
引き継がれま
せん。

−（シリア
ライズでき
ません）

KDJE34255-W のメッセー
ジが出力されます。

セッション
情報は無視
され，引き
継がれませ
ん。

セッション情
報は SFO サー
バに冗長化さ
れて，引き継
がれます。

2

3

リクエスト処理完了時点の
動作

java.io.Serializa
ble インタ
フェースの実装
無し

引き継ぎ対
象外のオブ
ジェクト

引き継ぎ対象
のオブジェク
ト

● SFO サーバから J2EE サーバへグローバルセッション情報を引き継ぐ場合
J2EE サーバ間でセッション情報を引き継ぐ場合，J2EE サーバは，SFO サーバから
グローバルセッション情報を取得します。この時，グローバルセッション情報のデシ
リアライズ処理を実施します。デシリアライズ処理によるグローバルセッション情報
の引き継ぎ可否を次の表に示します。
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表 12-4

デシリアライズ処理によるグローバルセッション情報の引き継ぎ可否

項番

デシリアライズの
成功 / 失敗

引き継ぎ先の J2EE サーバの処理

セッション情報の引き継ぎ可否

1

デシリアライズの
成功

SFO サーバから引き継いだグローバ
ルセッション情報を使用してリクエス
トは処理されます。

SFO サーバから J2EE サーバへ
グローバルセッション情報が引
き継がれます。

2

デシリアライズの
失敗

グローバルセッション情報およびセッ
ション情報を削除され，
KDJE34258-E および KDJE34214-E
のメッセージが出力されます。
J2EE サーバ間のセッション情報の引
き継ぎに失敗するため，リクエストは
HTTP セッションがない状態で処理さ
れます。

SFO サーバから J2EE サーバへ
グローバルセッション情報は引
き継がれません。

シリアライズおよぴデシリアライズに失敗する原因
シリアライズおよぴデシリアライズに失敗する原因について，次に示します。
シリアライズに失敗する原因
java.io.Serializable インタフェースを実装したクラスのオブジェクトがシリア
ライズに失敗する原因として，次の 2 点が考えられます。
• HTTP セッションに登録された直列化可能クラスのオブジェクトから参照さ
れたオブジェクトが，直列化可能クラス以外のクラスであった。
• writeObject（java.io.ObjectOutputStream out）メソッドが実装されていて，
かつ writeObject（java.io.ObjectOutputStream out）メソッドでシリアライ
ズ時に例外が発生した。
デシリアライズに失敗する原因
java.io.Serializable インタフェースを実装したクラスのオブジェクトがデシリ
アライズに失敗する原因として，次の 2 点が考えられます。
• アプリケーションが，シリアライズ処理時とデシリアライズ処理時で異なっ
ていて，デシリアライズ処理が失敗する原因となる変更がアプリケーション
に加えられている。
• readObject（java.io.ObjectOutputStream in）メソッドが実装されていて，
かつ readObject（java.io.ObjectOutputStream in）メソッドでデシリアライ
ズ時に例外が発生した。

（4） グローバルセッション情報の種別
保持するセッション情報には，グローバルセッション情報の種別を設定します。グロー
バルセッション情報の種別には，次の 2 種類があります。
● 書き換え可能グローバルセッション情報
書き換え可能グローバルセッション情報とは，HttpSession オブジェクトに登録され
たあと，変更が必要となるセッション情報です。書き換え可能グローバルセッション
情報は，SFO サーバに障害が発生した場合，破棄されます。
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HttpSession オブジェクトへの登録後，更新や削除をする必要があり，リクエスト処
理の推移とともに，更新される可能性のあるセッション情報は，書き換え可能グロー
バルセッション情報に設定してください。
● 読み込み専用グローバルセッション情報
読み込み専用グローバルセッション情報とは，HttpSession オブジェクトに登録され
たあと，変更されないセッション情報です。読み込み専用グローバルセッション情報
は，SFO サーバに障害が発生しても，そのまま使用できます。
HttpSession オブジェクトに登録した情報に対して，更新や削除をする必要のない
セッション情報は，読み込み専用グローバルセッション情報に設定してください。例
えば，ログイン情報など，一度登録すると更新する必要のない情報を読み込み専用グ
ローバルセッション情報に設定すると，SFO サーバに障害が発生した場合でも，ユー
ザに対して再ログインを要求する必要がなくなるので，ユーザへの影響を軽減できま
す。

（5） SFO サーバでのグローバルセッション情報の管理方法
SFO サーバでは，HttpSession オブジェクトに含まれるグローバルセッション情報は連
結されて管理されます。直列化可能クラスのオブジェクトが引き継ぎ対象でない場合，
セッション情報の連結には，区切り文字として半角セミコロン（;）が使用されます。直
列化可能クラスのオブジェクトが引き継ぎ対象である場合は，連結するセッション情報
がシリアライズ後の情報であるため，セッション情報の連結に区切り文字は使用されま
せん。
なお，連結されたグローバルセッション情報のサイズには上限があります。上限を超え
ると，エラーになります。また，上限を超えたサイズのグローバルセッション情報は，
SFO サーバでは管理されないので注意してください。グローバルセッション情報の最大
サイズは，Web アプリケーションの DD（web.xml）で指定します。セッションフェイ
ルオーバ機能を使用する場合に必要な定義については，
「12.7.4 DD の定義」を参照し
てください。また，開発環境でグローバルセッション情報のサイズを見積もる場合には，
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能が使用できます。グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積もり機能については，
「12.2.10 グローバルセッション情報のサイズ
の見積もり」を参照してください。
また，デプロイ後の Web アプリケーションの場合，Web アプリケーションを含む J2EE
アプリケーションの属性（プロパティ）として設定できます。デプロイ後の Web アプリ
ケーションのセッションフェイルオーバ用フィルタの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

12.2.4

グローバルセッションを利用するためのシステム構
成要素

ここでは，グローバルセッションを利用するためのシステム構成要素である，次のサー
バプロセス，アプリケーションおよびフィルタについて説明します。
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● SFO サーバ
● SFO サーバアプリケーション
● セッションフェイルオーバ用フィルタ
SFO サーバアプリケーションは，SFO サーバ上で動作するアプリケーションです。セッ
ションフェイルオーバ用フィルタは，J2EE サーバで動作する J2EE アプリケーション
に設定するサーブレットフィルタです。

（1） SFO サーバ
SFO サーバとは，グローバルセッション情報を管理するサーバプロセスです。セッショ
ンフェイルオーバ機能を使用するためには，システム内に SFO サーバを配置する必要が
あります。
● SFO サーバの役割
SFO サーバは，J2EE サーバの J2EE アプリケーション内で生成されたグローバルセッ
ション情報を管理する機能を持つサーバプロセスです。実体は J2EE サーバです。
J2EE アプリケーションが稼働している J2EE サーバに障害が発生して，J2EE サーバ間
でグローバルセッション情報の引き継ぎが必要になると，引き継がれる側の J2EE サー
バは，SFO サーバに対してグローバルセッション情報の取得要求をします。
SFO サーバは，SFO サーバアプリケーションだけを実行するための J2EE サーバです。
SFO サーバアプリケーション以外のアプリケーションを実行しないでください。
また，SFO サーバでは，SFO サーバアプリケーションを登録するために，CORBA ネー
ミングサービスを使用します。CORBA ネーミングサービスは SFO サーバのインプロセ
スで動作させてください。
● SFO サーバの複数配置
SFO サーバに障害が発生すると，SFO サーバ上で管理されているグローバルセッション
情報はすべて削除されます※。SFO サーバの障害発生に備えて，システム内に SFO サー
バを複数配置することもできます。
注※
削除されるのは，書き換え可能グローバルセッション情報です。読み込み専用のグ
ローバルセッション情報は削除されません。書き換え可能，および読み込み専用の
グローバルセッション情報については，
「12.2.3 グローバルセッション情報」を参
照してください。
SFO サーバを複数配置するときの推奨構成
SFO サーバを複数配置する構成では，J2EE サーバごとに SFO サーバを配置するの
ではなく，J2EE サーバ内の Web アプリケーションごとに SFO サーバを割り当て
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ることをお勧めします。これによって，SFO サーバに障害が発生した場合の影響範
囲を，障害が発生した SFO サーバを使用していた Web アプリケーションだけにと
どめることができます。配置例を次の図に示します。
図 12-8

複数の SFO サーバの配置例

図のように，アプリケーション 1 のグローバルセッション情報を SFO サーバ 1 で，
アプリケーション 2 のグローバルセッション情報を SFO サーバ 2 で管理している場
合，SFO サーバ 1 に障害が発生しても，影響範囲はアプリケーション 1 だけで済み
ます。また，ほかの Web アプリケーションに影響を与えることなく，SFO サーバ
の再起動を伴う Web アプリケーションの設定変更をすることもできます。
● SFO サーバでの J2EE サーバの切断検知
SFO サーバでは，SFO サーバと一度接続した J2EE サーバについて，切断検知ができま
す。J2EE サーバの切断は，Stateful Session Bean のタイムアウトで検知できます。
J2EE サーバとの接続が切断された場合，デフォルトで最大 6 分後に J2EE サーバの切
断を検知できます。なお，SFO サーバが J2EE サーバの切断を検知する前に，一度切断
された J2EE サーバが，切断前に SFO サーバに格納したセッション情報を取得するため
に SFO サーバに再接続することがあります。この場合，SFO サーバでは，J2EE サーバ
がいったん切断されたことを検知し，再接続をします。

（2） SFO サーバアプリケーション
SFO サーバ上では，SFO サーバで使用する J2EE アプリケーションが稼働しています。
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この J2EE アプリケーションを，SFO サーバアプリケーションといいます。
SFO サーバアプリケーションは，グローバルセッション情報を管理する機能が実装され
たアプリケーションです。EJB で実装されています。
SFO サーバアプリケーションは Cosminexus で提供しています。SFO サーバをセット
アップするときに，SFO サーバアプリケーションを J2EE サーバにインポートしてくだ
さい。

ポイント
Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合は，sfo-tier を使用してシステム
を構築すると，SFO サーバアプリケーションが SFO サーバに自動的にインポートされま
す。

（3） セッションフェイルオーバ用フィルタ
セッションフェイルオーバ用フィルタは，J2EE 仕様で規定された javax.servlet.Filter
インタフェースを持つクラスです。J2EE アプリケーションの実行前後に，セッション
フェイルオーバ機能で必要な処理を実行します。
セッションフェイルオーバ用フィルタは，セッションフェイルオーバ機能の対象にする
J2EE アプリケーションに追加して使用します。

12.2.5

グローバルセッション情報が引き継がれるセッショ
ンの条件

ここでは，セッションフェイルオーバ機能を使用できるセッションの条件と，サーバ障
害が発生したときのグローバルセッション情報の引き継ぎについて説明します。
セッションフェイルオーバ機能では，次の二つの条件を満たしているセッションの場合
に，グローバルセッション情報が引き継がれます。
• SFO サーバが正常に稼働している状態で作成されたセッションであること。
• 障害が発生した場所がクライアントから送信されるリクエストの間で，どの J2EE
サーバからも使用されていないセッションであること。
これらの条件を満たしていない場合は，グローバルセッション情報は引き継がれず，破
棄されます。
また，障害発生時に J2EE サーバで使用しているセッションについても，グローバル
セッション情報は引き継がれません。障害が発生した J2EE サーバで処理されていたリ
クエストは，エラーとしてクライアントに返され，セッションが切断されます。
次に，Web サーバ，J2EE サーバ，SFO サーバで障害が発生したときの，リクエストの
処理位置による，グローバルセッション情報の引き継ぎの有無について説明します。
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（1） Web サーバで障害が発生した場合
Web サーバで障害が発生した場合，障害発生時のリクエストの処理の位置にかかわらず，
リクエスト自体は正常に処理され，グローバルセッション情報が引き継がれます。障害
発生時のリクエストの処理位置と，グローバルセッション情報の引き継ぎについて次の
図に示します。
図 12-9

障害発生時のリクエストの処理位置とグローバルセッション情報の引き継ぎ
（Web サーバでの障害発生の場合）

クライアントへのレスポンスについて
• 図中の項番 1.，2.，4.，5.，6.，7. のリクエスト処理中に障害が発生した場合
クライアントへのレスポンスはエラーとなります。
• 図中の項番 3. のリクエスト処理中に障害が発生した場合
クライアントへのレスポンスは正常に返ります。

（2） J2EE サーバで障害が発生した場合
J2EE サーバで障害が発生した場合，障害発生時のリクエストの処理の位置が J2EE
サーバ上にあるときは，グローバルセッション情報が破棄され，引き継ぎできません。
障害発生時のリクエストの処理位置と，グローバルセッション情報の引き継ぎについて
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次の図に示します。
図 12-10 障害発生時のリクエストの処理位置とグローバルセッション情報の引き継ぎ
（J2EE サーバでの障害発生の場合）

クライアントへのレスポンスについて
• 図中の項番 1.，4.，5.，6. のリクエスト処理中に障害が発生した場合
クライアントへのレスポンスはエラーとなります。
• 図中の項番 2.，3.，7. のリクエスト処理中に障害が発生した場合
クライアントへのレスポンスは正常に返ります。

（3） SFO サーバで障害が発生した場合
SFO サーバで障害が発生した場合，グローバルセッションはすべて切断されます。また，
SFO サーバでの障害発生後のリクエストは，書き換え可能グローバルセッション情報は
破棄されて，処理されます。
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12.2.6

サーバの状態とグローバルセッション情報の引き継
ぎ

サーバの停止時，およびサーバの障害発生時のセッション情報の引き継ぎについて説明
します。
ここでは，次の状態の場合のセッション情報の引き継ぎについて説明します。
● J2EE サーバまたは SFO サーバ停止時のセッション情報の引き継ぎ
● Web サーバ，J2EE サーバまたは SFO サーバでの障害発生時のセッション情報の引
き継ぎ

（1） J2EE サーバ停止時のセッション情報の引き継ぎ
J2EE サーバを停止すると，J2EE サーバ内の HTTP セッションは破棄されますが，
SFO サーバ上にあるグローバルセッション情報は破棄されません。このため，別の
J2EE サーバにグローバルセッション情報を引き継いだり，停止した J2EE サーバの再
起動後にグローバルセッション情報を引き継いだりすることができます。
なお，SFO サーバ上のグローバルセッション情報は，SFO サーバを再起動したときに破
棄されます。

（2） SFO サーバ停止時のセッション情報の引き継ぎ
SFO サーバを停止すると，SFO サーバ上のグローバルセッション情報はすべて破棄され
ます。SFO サーバの停止も，SFO サーバで障害が発生したときと同様に，J2EE サーバ
上の HttpSession オブジェクトに含まれる書き換え可能グローバルセッション情報も削
除されるので注意してください。

（3） Web サーバまたは J2EE サーバの障害発生時のセッション情報の引
き継ぎ
Web サーバまたは J2EE サーバで障害が発生したとき，リクエストは，別の J2EE サー
バに転送されます。このとき，グローバルセッション情報の引き継ぎ処理が発生します。
Web サーバまたは J2EE サーバで障害が発生したときの，セッション情報の引き継ぎに
ついて次の図に示します。なお，この図は，HTTP リクエストヘッダの Cookie ヘッダに
グローバルセッション ID があるが，Cookie ヘッダに含まれる JSESSIONID に対応す
る HttpSession オブジェクトが J2EE サーバにない場合の例です。
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図 12-11

Web サーバまたは J2EE サーバの障害発生時のセッション情報の引き継ぎ

1. SFO サーバにグローバルセッション ID に対応するグローバルセッション情報の引き
継ぎ要求をします。
2. グローバルセッション情報を検索し，ロックします。
3. グローバルセッション情報を J2EE サーバに転送します。
4. 新規 HttpSession オブジェクトを作成します。
5. 3. で取得したグローバルセッション情報を，4. で作成した新規 HttpSession オブジェ
クトに格納します。
6. J2EE アプリケーション内の処理で，引き継がれたグローバルセッション情報を使用
します。
7. J2EE アプリケーション処理の終了後，セッションフェイルオーバ用フィルタでグ
ローバルセッション情報を SFO サーバに送信します。
8. SFO サーバ上のグローバルセッション情報を更新します。
9. SFO サーバ上のグローバルセッション情報のロックを解除します。

774

12. J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ

（4） SFO サーバの障害発生時のセッション情報の引き継ぎ
SFO サーバに障害が発生している間は，セッションフェイルオーバ機能が無効になり，
HTTP セッションによるセッション管理で業務を続けます。このため，SFO サーバに障
害が発生している間は，グローバルセッションは生成されません。
SFO サーバの障害発生中に作成された HttpSession オブジェクトは，SFO サーバが復旧
すると，最初にリクエストが送信された時点で，対応するグローバルセッションが生成
され，SFO サーバに格納されます。
SFO サーバに障害が発生すると，J2EE サーバ上にある HttpSession オブジェクト内の
書き換え可能グローバルセッション情報を削除します。SFO サーバ障害発生時のグロー
バルセッション情報の削除処理の動作を次の図で説明します。
図 12-12 SFO サーバ障害発生時のグローバルセッション情報の削除処理

1. グローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報を削除するよう，HTTP レスポンス
ヘッダの Set-Cookie ヘッダに，有効期限切れを示す情報をセットします。
2. HttpSession オブジェクトに含まれる書き換え可能グローバルセッション情報を削除
します。
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3. J2EE アプリケーション内の処理では，書き換え可能グローバルセッション情報だけ
が削除された HttpSession オブジェクトが使用されます。

参考
書き換え可能グローバルセッション情報の削除は，SFO サーバの障害時以外にも，ロック
待ちタイムアウトが発生した場合，および無効となったグローバルセッション ID を使用す
るリクエストが送信された場合も実施されます。

SFO サーバに障害が発生したときの，グローバルセッション ID の発行，HttpSession
オブジェクトの最大数，およびグローバルセッション情報は次のようになります。
● SFO サーバの障害発生時のグローバルセッション ID の発行について
SFO サーバに障害が発生した場合，セッションフェイルオーバ機能は無効になります。
このため，HttpSession オブジェクトが生成されても，グローバルセッション ID は発行
されません。なお，SFO サーバが回復すると，最初に実施されるロック処理でグローバ
ルセッション ID が発行されます。ロックが解除されたときに SFO サーバにグローバル
セッション情報が格納されます。
● SFO サーバに障害が発生した場合の HttpSession オブジェクトの最大数について
SFO サーバに障害が発生した場合，セッションフェイルオーバ機能は無効になります。
SFO サーバが停止していると，J2EE サーバでは，SFO サーバで管理できるグローバル
セッション情報の最大数を超えて，HTTP セッション数の上限まで HttpSession オブ
ジェクトが生成されます。
SFO サーバが回復すると，リクエスト処理で使用されたセッション情報から順に SFO
サーバに格納されます。このとき，SFO サーバに格納できない分の HttpSession オブ
ジェクトについては，リクエストを受信した時点で破棄され，新規リクエストとして再
度生成されて，J2EE アプリケーションに送られます。
● SFO サーバに障害が発生した場合のグローバルセッション情報について
SFO サーバに障害が発生したあとのグローバルセッション情報について，種類ごとに説
明します。なお，グローバルセッションの種類の概要については，「12.2.3

グローバル

セッション情報」を参照してください。
書き換え可能グローバルセッション情報の場合
SFO サーバに障害が発生した場合，SFO サーバによる管理ができなくなるため，書
き換え可能グローバルセッション情報は使用できなくなります。
読み込み専用グローバルセッション情報の場合
継続して使用できます。
SFO サーバで障害が発生したあとのリクエストは，書き換え可能グローバルセッション
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情報を削除した HttpSession オブジェクトで処理を続行します。クライアントへのレス
ポンスも正常に返ります。
また，セッションフェイルオーバ用フィルタが SFO サーバに対してロック要求をした延
長で SFO サーバに障害が発生した場合は，次のように処理されます。
• 書き換え可能グローバルセッション情報の削除をしたあとの HttpSession オブジェク
トに対して新しいグローバルセッション ID が作成されます。
• SFO サーバに対するロック処理が実行されます。
• J2EE アプリケーションが処理されます。
この処理が発生した場合，HttpSession オブジェクトの属性に次に示すキー名称と値が
登録されます。
• キー名称：com.hitachi.software.was.sfo.gsession.status
• 値：unavailable
なお，この属性は，SFO サーバの復旧後，グローバルセッション情報が SFO サーバに
格納されると削除されます。また，この属性は，SFO サーバに冗長化されないため，引
き継ぎの対象になりません。
● SFO サーバに障害が発生した場合の HTTP セッション
SFO サーバに障害が発生したあとでも，Web アプリケーションで作成された新しい
HTTP セッションは使用できます。ただし，セッションフェイルオーバ機能は無効に
なっているため，SFO サーバには格納されません。
なお，SFO サーバ復旧後，SFO サーバに障害が発生しているときに作成された HTTP
セッションは，リクエスト処理で使用された HTTP セッションから順に，SFO サーバに
格納され，セッションフェイルオーバ機能が有効になります。このとき，SFO サーバの
障害発生中に登録された書き換え可能グローバルセッション情報や読み込み専用グロー
バルセッション情報は，そのまま SFO サーバに格納されます。

12.2.7

グローバルセッションの制御方法

ここでは，グローバルセッションの制御方法について説明します。

（1） グローバルセッションの制御方法の種類
グローバルセッションは，次のどちらかの方法で制御できます。
● HTTP Cookie による制御
グローバルセッション ID を HTTP Cookie によって管理する制御方法です。J2EE
サーバから Web クライアントにレスポンスを返すときに，グローバルセッション ID
を含む HTTP Cookie を設定します。次に Web クライアントが J2EE サーバにリクエ
ストを送るときには，その HTTP Cookie を送信します。これによって，グローバル
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セッションの制御を実現します。
● URL 書き換えによる制御
グローバルセッション ID を URL のパスパラメタに含めて管理する制御方法です。
J2EE サーバが Web クライアントに返すページ遷移用の URL を書き換えるときに，
グローバルセッション ID を含めてエンコードします。次に Web クライアントが
J2EE サーバにリクエストを送るときには，このエンコードされた URL を使用しま
す。これによって，グローバルセッションの制御を実現します。
使用するクライアントの種類などに応じて，適切な制御方法を選択してください。それ
ぞれの制御方法の詳細については，「12.3 HTTP Cookie によるグローバルセッション
の制御」および「12.4

URL 書き換えによるグローバルセッションの制御」を参照して

ください。
制御方法は，セッションフェイルオーバ用フィルタに設定します。設定方法については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の，セッションフェイルオーバ用フィ
ルタの設定についての説明を参照してください。

参考
両方の制御方法を使用する設定をしている場合に，HTTP Cookie および URL のパスパラメ
タの両方にグローバルセッション ID が含まれているときの動作
セッションフェイルオーバ用フィルタでの制御方法の設定では，次の設定ができます。
• HTTP Cookie を使用することを示す設定（cookie）
• URL 書き換えを使用することを示す設定（url-rewriting）
• 両方の制御方法を使用することを示す設定（both）
「both」を設定している場合に，HTTP Cookie および URL のパスパラメタの両方にグロー
バルセッション ID が含まれているときには，HTTP Cookie に含まれるグローバルセッショ
ン ID が有効になります。このとき，URL のパスパラメタに含まれているグローバルセッ
ション ID は無効になります。

なお，URL 書き換えによるグローバルセッション制御は，J2EE サーバおよび SFO サー
バのバージョンが 07-50 以降の場合に使用できます。

（2） グローバルセッション情報の制御方法の選択指針
HTTP Cookie によって制御できる場合は，HTTP Cookie による制御を選択してくださ
い。
URL 書き換えによる制御をする場合，リクエストおよびレスポンスの両方に，HTTP
セッションのセッション ID とグローバルセッション ID が含まれることになります。こ
の方法は，一般的にセッションハイジャックなどの危険性が高まるといわれています。
HTTP Cookie を使用できないクライアントを使用するシステムなど，特定のシステム以
外では，URL 書き換えによる制御は使用しないことをお勧めします。
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（3） 注意事項
Web クライアントから受信したリクエストが，次の条件をすべて満たす場合，グローバ
ルセッションが作成されません。
• HTTP セッションが存在する。
• Web アプリケーションの DD に，グローバルセッションの制御方法として，HTTP
Cookie，または URL 書き換えのどちらかを使用すると設定している（「both」を設定
していない）
。
• すでに存在する HTTP セッションの制御方法が，Web アプリケーションに設定したグ
ローバルセッションの制御方法と異なる。
これらの条件に当てはまるリクエストに関連づけられた HTTP セッションは，セッショ
ンフェイルオーバ機能の対象にはなりません。この場合，リクエストの受信時に
KDJE34524-W のメッセージが出力されます。
ただし，グローバルセッションが作成されない場合も，HTTP セッションは継続されま
す。

12.2.8

グローバルセッション情報の排他制御

ここでは，SFO サーバで管理しているグローバルセッション情報の排他制御について説
明します。
セッションフェイルオーバ機能では，複数の J2EE サーバから同じグローバルセッショ
ン情報を同時に更新されることを抑止するために，ロックを使用して排他制御を実現し
ます。
J2EE サーバは，セッションに対するリクエスト処理を開始するときに，SFO サーバ上
のグローバルセッション情報にロックを設定します。また，リクエスト処理が完了した
時点でロックを解除します。
別の J2EE サーバによってすでにロックが設定されているグローバルセッション情報を
ロックしようとした場合は，設定されているロックが解除されるまで，処理が待たされ
ます。これを，ロック待ちといいます。
なお，ロック待ちには，タイムアウト時間を設定できます。タイムアウトが発生した場
合，J2EE サーバは，該当するグローバルセッション情報が使用できないものと判断しま
す。この場合，J2EE サーバは，SFO サーバ上の書き換え可能グローバルセッション情
報を破棄して，J2EE アプリケーションを呼び出し，リクエスト処理を実行します。
ロック待ちのタイムアウト時間は，Web アプリケーション単位で設定できます。設定方
法については，「12.7.4 DD の定義」を参照してください。
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参考
異なる J2EE サーバに振り分けられた場合，グローバルセッション情報のロック機能を使用
して，更新業務を実行する J2EE アプリケーションの排他制御も実現できます。
更新業務を実行する J2EE アプリケーションでは，ダブルクリックなどによってリクエスト
が二重に送信されると，正常に処理が実行できなくなる場合があります。このため，J2EE
アプリケーションでは，セッションなどを利用して，このような場合に二重に処理するのを
抑止する必要があります。
セッションフェイルオーバ機能を使用している場合，ダブルクリックなどによって二重送信
されたリクエストが異なる J2EE サーバに送信されたときには，グローバルセッション情報
のロック設定時にロック待ちが発生します。これによって，処理が二重に実施されるのを防
げます。

12.2.9

グローバルセッション情報の最大数

SFO サーバで管理できるグローバルセッション情報の最大数は，SFO サーバと接続して
いる Web アプリケーションの HttpSession オブジェクト数の上限値となります。
Web アプリケーションの HttpSession オブジェクト数の上限値と，SFO サーバで管理で
きるグローバルセッション情報の最大数の関係を次の図に示します。
図 12-13 SFO サーバで管理できるグローバルセッション情報の最大数

図のように，各 Web アプリケーションの，HttpSession オブジェクト数の上限値に
1,000 が設定されている場合，SFO サーバで管理できるグローバルセッション情報の最
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大数も 1,000 となります。
しかし，実際には SFO サーバは，複数の J2EE サーバで生成された HTTP セッション
を一括して管理するため，Web アプリケーションの HttpSession オブジェクト数の上限
値に達する前に，SFO サーバ内のグローバルセッション情報の数が最大数に達すること
があります。次の図で説明します。
図 12-14 HttpSession オブジェクト数の上限と SFO サーバのグローバルセッション情
報の最大数との関係

SFO サーバで管理するグローバルセッション情報の数は，各 Web アプリケーションの
HttpSession オブジェクト数の合計となるため，図のように，Web アプリケーションの
HttpSession オブジェクト数が上限値に達していなくても，SFO サーバのグローバル
セッション情報の数が最大数に達する場合があります。このとき，J2EE サーバ上の
J2EE アプリケーション内で，javax.servlet.http.HttpServletRequest インタフェースの
getSession メソッドを呼び出すと，IllegalStateException が送出されます。
なお，HttpSession オブジェクト数の上限値設定については，
「4.4.4 HttpSession オブ
ジェクト数の上限値の設定」を参照してください。

12.2.10

グローバルセッション情報のサイズの見積もり

ここでは，グローバルセッション情報を見積もるための機能について説明します。
グローバルセッション情報のサイズは，あらかじめ最大サイズを見積もって，DD
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（web.xml）に定義する必要があります。しかし，次の場合，セッション情報のサイズを
見積もることは困難です。
• 直列化可能クラスのオブジェクトの場合，HTTP セッションに登録されたオブジェク
トをシリアライズして作成される。
• java.lang.String クラスのオブジェクトの場合，データの内容が非 ASCII 文字を含む
ときは，文字種によって文字列長が変わる。
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能は，開発環境でグローバルセッション
情報のサイズを見積もるための機能です。グローバルセッション情報を作成してそのサ
イズを Web サーブレットログに出力します。この機能は開発環境で使用してください。
このとき，SFO サーバのセットアップや設定，および J2EE サーバでのセッション情報
の引き継ぎを行うための設定は不要です。

！

注意事項
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能は，運用環境では使用しないでください。
この機能を使用すると，セッション情報の引き継ぎは無効となり，セッションフェイルオー
バ機能が有効になりません。グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能使用時に無効
となる処理については，「(2)

グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能使用時に無

効となる処理」を参照してください。

（1） グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用したサイズ
の見積もり
この機能を使用すると，セッションフェイルオーバ機能が有効な Web アプリケーション
に対してリクエストを送信するたびに，グローバルセッション情報のサイズを示すメッ
セージが Web サーブレットログに出力されます。グローバルセッション情報のサイズを
出力するメッセージを次の表に示します。
表 12-5
メッセージ ID

グローバルセッション情報のサイズを出力するメッセージ
出力レベル

出力するタイミング

出力する内容

KDJE34260-I

Error

リクエストごと

リクエスト一つ分に対応するグローバル
セッション情報のサイズ

KDJE34261-I

Error

HTTP セッションに登録
されるセッション情報ご
と

キー名称，区切り文字などを含むセッ
ション情報一つ分に対応するデータのサ
イズ

各メッセージの出力例を次に示します。この例では，キー名称が Attribute1 と
Attribute2 の二つのセッション情報からグローバルセッション情報を作成します。
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KDJE34261-I The session information was serialized. （J2EE application = App01，context root = /
test，request URL = http://host01/test/TestServlet，attribute name = Attribute1，class name =
app.MyObject1 ※，size（byte）= 36，
36 HTTP session ID = 01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1，
global session ID = 0123456789abcdef01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1）
KDJE34261-I The session information was serialized. （J2EE application = App01，context root = /
test，request URL = http://host01/test/TestServlet，attribute name = Attribute2，class name =
app.MyObject2 ※，size（byte）= 25，
25 HTTP session ID = 01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1，
global session ID = 0123456789abcdef01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1）
KDJE34260-I The global session information was created.（J2EE application = App01，context root
= /test，request URL = http://host01/test/TestServlet，size（byte）= 65，
65 HTTP session ID =
01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1，global session ID =
0123456789abcdef01234567aaaabbbbccccddddeeeeffffserver1）

注

太字の部分に，グローバルセッション情報のサイズを見積もるための値が出力されます。各
太字
メッセージの size（byte）に出力される内容の詳細については，表 12-6 を参照してください。ま
た，各メッセージの詳細については，マニュアル「Cosminexus

メッセージ 1

KAWS ／ KDAL

／ KDJE 編」を参照してください。
注※

クラス名に出力される内容は，属性値に対して java.lang.Class クラスの getName() メソッ

ドで得られた文字列です。なお，KDJE34261-I のメッセージは，引き継ぎの対象であるセッション
情報が HTTP セッションにない場合は出力されません。また，KDJE34260-I のメッセージは，引
き継ぎの対象であるセッション情報が HTTP セッションにあるかどうかに関係なく，HTTP セッ
ションがあれば出力されます。

これらのメッセージに出力されるサイズ（size（byte）
）の値を基に，グローバルセッ
ション情報のサイズを見積もります。見積もった値が，SFO サーバで冗長化できるグ
ローバルセッション情報のサイズのデフォルト値（1,024 バイト）を超えている場合は，
DD（web.xml）でグローバルセッション情報の最大サイズの設定を変更する必要があり
ます。グローバルセッション情報の最大サイズの設定方法については，
「12.7.4(3) グ
ローバルセッション情報の最大サイズ（GSInfosLengthMax）」を参照してください。
なお，KDJE34260-I および KDJE34261-I のメッセージに出力されるサイズの値は，直
列化可能クラスのオブジェクトを引き継ぎ対象としているかどうかによって異なります。
KDJE34260-I および KDJE34261-I のメッセージに出力されるサイズ（size（byte）
）の
詳細を次の表に示します。
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表 12-6

KDJE34260-I および KDJE34261-I のメッセージに出力されるサイズ（size
（byte）
）の詳細

メッセージ ID
の種類

直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ許可
（GSInfoTypeSerializableEnable）の設定
true
（直列化可能クラスのオブジェクトが引
き継ぎ対象の場合）

false
（直列化可能クラスのオブジェクトが引き
継ぎ対象外の場合）

KDJE34260-I

次の値を合計したサイズが出力されま
す。
• HTTP セッションの有効期間情報の長
さ
• 各属性のサイズ（KDJE34261-I の
メッセージで出力したサイズ）の合計

次の値を合計したサイズが出力されます。
• HTTP セッションの有効期間情報の長
さ
• 各属性を連結する区切り文字分のサイ
ズ（各 1 バイト）
• 各属性のサイズ（KDJE34261-I のメッ
セージで出力したサイズ）の合計

KDJE34261-I

次の値を合計したサイズが出力されま
す。
• 属性名をシリアライズしたデータのサ
イズ
• 属性値をシリアライズしたデータのサ
イズ
• java.io.ObjectOutputStream クラスが
書き込むマジックナンバー，および
バージョン情報のデータ分のサイズ※

次の値を合計したサイズが出力されます。
• 属性名のデータのサイズ
• 属性値のデータのサイズ
• 属性名と属性値の区切り文字のサイズ
（1 バイト）
• byte 型配列の管理情報の長さ※ 2

1

注※ 1

HTTP セッションに登録された属性のうち，最初にシリアライズされる属性のサイズにだ

け含まれます。
注※ 2

byte 型配列であるセッション情報が引き継ぎ対象の場合にだけ含まれます。

（2） グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能使用時に無効とな
る処理
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，グローバルセッション
情報は作成しますが，セッション情報の引き継ぎ処理は無効となります。この場合，
SFO サーバにセッション情報が冗長化されません。このほかにも，セッションフェイル
オーバ機能で実行する処理で無効となるものがあります。グローバルセッション情報の
サイズ見積もり機能使用時に，無効となる処理を次に示します。
• J2EE サーバと SFO サーバとのネゴシエーション処理
• SFO サーバへのグローバルセッション情報の冗長化
• グローバルセッション情報の引き継ぎ処理

（3） グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にするため
の設定
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合は，簡易構築定義
ファイルと，DD（web.xml）で設定が必要になります。
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● 簡易構築定義ファイルでのグローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効に
する設定
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内で，
webserver.sfo.check_size.mode パラメタに「on」を設定します。グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積もり機能を無効にする場合は，このパラメタに「off」を設定して
ください。簡易構築ファイルについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運
用ガイド」を参照してください。
webserver.sfo.check_size.mode パラメタに「on」を設定した場合，次に示す J2EE
サーバの設定は無効になります。
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの設定
（webserver.sfo.sfo_servers パラメタ，および webserver.sfo.sfo_servers.<SFO フィ
ルタのサーバ定義名 >.naming パラメタ）
• SFO サーバとの通信タイムアウトの設定（webserver.sfo.sfo_servers.<SFO フィル
タのサーバ定義名 >.connectionTimeout パラメタ）
詳細については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のセッション情
報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定に関する説明を参照してください。

参考
Smart Composer 機能を使用しない場合に，グローバルセッション情報のサイズ見積もり機
能を有効にするときは，J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）で
webserver.sfo.check_size.mode キーに「on」を設定します。
webserver.sfo.check_size.mode キーについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

● DD（web.xml）でのセッションフェイルオーバ用フィルタの定義
セッションフェイルオーバ機能の設定をします。DD（web.xml）でのセッションフェ
イルオーバ用フィルタの定義については，「12.7.4

DD の定義」を参照してください。

グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能では，DD（web.xml）に定義した
セッションフェイルオーバ機能の設定を基にグローバルセッション情報が作成されま
す。

（4） グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能使用時の注意事項
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能使用時の注意事項を次に示します。
● セッションフェイルオーバ機能で引き継ぎ可能なサイズの上限は，HTTP セッション
の有効期間情報などのサイズを含めて，1,048,576（1M）バイトです。グローバル
セッション情報のサイズ見積もり機能使用時に，この上限値を超えた場合は，
KDJE34262-E のメッセージが出力されます。それ以降のグローバルセッション情報
の作成処理は中断されます。この場合，KDJE34260-I のメッセージは出力されませ
ん。メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッセージ 1 KAWS ／
KDAL ／ KDJE 編」を参照してください。
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● グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にしている場合は，DD
（web.xml）の GSInfosLengthMax パラメタで，グローバルセッション情報の最大サ
イズを指定しても無視されます。このため，この機能を無効にして運用を開始する前
に，KDJE34260-I のメッセージに出力されたグローバルセッション情報のサイズが，
GSInfosLengthMax パラメタで指定したサイズを超えていないことを確認する必要が
あります。GSInfosLengthMax パラメタについては，「12.7.4(3)

グローバルセッ

ション情報の最大サイズ（GSInfosLengthMax）」を参照してください。メッセージに
ついては，マニュアル「Cosminexus

メッセージ 1 KAWS ／ KDAL ／ KDJE 編」

を参照してください。
● グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，Web アプリケーショ
ン開始時に J2EE サーバと SFO サーバとのネゴシエーション処理は実行されません。
このため，KDJE34216-I のメッセージ（SFO サーバとの接続開始）
，および
KDJE34205-I のメッセージ（SFO サーバとの接続完了）は出力されません。これら
のメッセージの代わりに，KDJE34263-I のメッセージ（グローバルセッション情報
の冗長化無効）がエラーレベルで出力されます。各メッセージについては，マニュア
ル「Cosminexus メッセージ 1 KAWS ／ KDAL ／ KDJE 編」を参照してくださ
い。
● 同じ HTTP セッションを使用する複数のリクエストを同時に送信した場合，処理中の
リクエスト処理スレッドがあるときはグローバルセッション情報が作成されません。
このため，グローバルセッション情報のサイズは見積もりません。この場合，最後の
リクエスト処理スレッドが処理を終えた時にグローバルセッション情報のサイズを見
積って，メッセージを出力します。
● グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合，HttpSession オ
ブジェクト数の上限値の指定は不要です。HttpSession オブジェクト数の上限値の設
定については，
「4.4.4 HttpSession オブジェクト数の上限値の設定」を参照してく
ださい。
● グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合，J2EE サーバが
使用するメモリ量が増加します。J2EE サーバが使用するメモリ増加量を求める式を
次に示します。
J2EE サーバが使用するメモリ増加量（メガバイト）
＝ 10 × 1.5 ＋ 1.5 ※

注※

Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数が 10 以上の場合は，「Web コンテナ単位の最大

同時実行スレッド数× 1.5 ＋ 1.5」となります。Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数につい
ては，「4.18
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12.3 HTTP Cookie によるグローバルセッショ
ンの制御
この節では，HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御について説明します。

12.3.1

HTTP Cookie による制御の概要

HTTP Cookie による制御では，Web クライアントから J2EE サーバにリクエストを送信
するときに，グローバルセッション ID を示す HTTP Cookie を送信します。
グローバルセッション ID は，HTTP レスポンスヘッダの Set-Cookie ヘッダに設定され，
Web クライアントに送信されます。この情報は，Web クライアントで，Cookie 情報とし
て管理されます。
J2EE サーバでは，グローバルセッション ID を含む HTTP Cookie を送信してきた Web
クライアントに対して，グローバルセッションを継続します。
HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御の概要を次の図に示します。
図 12-15 HTTP Cookie によるグローバルセッションの制御の概要

Web クライアントからのリクエストを受信すると，J2EE サーバの J2EE アプリケー
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ション（Servlet ／ JSP）内で，HTTP セッションオブジェクトの作成とともに，グロー
バルセッション ID が発行されます。発行されたグローバルセッション ID は，Web クラ
イアントに送信される HTTP レスポンスヘッダに設定されます。同時に，SFO サーバ
に，グローバルセッション情報とともに格納されます。

12.3.2

HTTP Cookie による制御の前提条件

HTTP Cookie によってグローバルセッションを制御する場合，Web クライアントとし
て，HTTP Cookie を使用できるクライアントが必要です。また，Web クライアントのブ
ラウザでは，HTTP Cookie セッションを有効にする必要があります。

12.3.3

グローバルセッション ID を送信する HTTP Cookie
の名称

グローバルセッション ID は，HTTP レスポンスヘッダの Set-Cookie ヘッダに設定され
ます。使用される HTTP Cookie の名称は，Web アプリケーション単位に設定できます。
デフォルトの設定の場合，「GSESSIONID」になります。設定方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」の，セッション情報の引き継ぎを行う J2EE
サーバの設定についての説明を参照してください。

！

注意事項
グローバルセッション ID を送信する HTTP Cookie の名称には，次の名称は指定できませ
ん。なお，大文字と小文字は区別されません。
• HTTP セッションのセッション ID で使用する HTTP Cookie の名称である
「JSESSIONID」
• J2EE サーバのサーバ ID 付加機能によってサーバ ID を付加した HTTP Cookie の名称と
同じ名称
サーバ ID 付加機能については，
「4.4.5

セッション ID および Cookie へのサーバ ID の

付加」を参照してください。
これらと同じ名称を使用すると，セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理でエ
ラーとなり，アプリケーションが開始できなくなります。なお，セッションフェイルオーバ
用フィルタの初期化処理については，「12.6.3

J2EE アプリケーション開始時の処理」を参

照してください。

12.3.4

サーブレットコンテキストへの属性追加

グローバルセッション ID が使用する HTTP Cookie の名称は，Web アプリケーション開
始時に，サーブレットコンテキストの属性として，
「com.cosminexus.software.was.sfo.GIDCookieName」の名称で登録されます。このと
き，Web アプリケーションに，javax.servlet.ServletContextAttributeListener インタ
フェースを実装したクラスが登録されていた場合，attributeAdded メソッドが呼び出さ
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れます。

12.3.5

HTTP Cookie の有効期限

グローバルセッション ID の送信に使用する HTTP Cookie の有効期限には，デフォルト
値である -1 が設定されています。このため，HTTP Cookie の情報は，ブラウザのプロ
セスの終了と同時に消失します。

12.3.6

グローバルセッション破棄に伴う HTTP Cookie 情報
の破棄

ブラウザ内の HTTP Cookie 情報は，デフォルトの設定ではブラウザのプロセス終了とと
もに消失します。また，J2EE アプリケーション内で明示的にセッションを破棄すること
でグローバルセッション情報が破棄されると，ブラウザ内にある HTTP Cookie 情報も破
棄されます。ブラウザ内の HTTP Cookie 情報は，HTTP レスポンスヘッダに対して有効
期限の切れた HTTP Cookie を設定することで破棄されます。
なお，タイムアウトによるグローバルセッション情報の破棄の場合は，ブラウザ内の
HTTP Cookie 情報は明示的に破棄されません。クライアントから無効になったグローバ
ルセッション ID が HTTP Cookie として送られてきたときに，クライアント内の HTTP
Cookie 情報が削除されます。
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12.4 URL 書き換えによるグローバルセッショ
ンの制御
この節では，URL 書き換えによるグローバルセッションの制御について説明します。

12.4.1

URL 書き換えによる制御の概要

URL 書き換えによるグローバルセッションの制御方法は，HTTP セッションを URL 書
き換えによって制御する場合の方法と同じです。J2EE サーバが Web アプリケーション
内のサーブレットや JSP でリンク URL をエンコードするときに，グローバルセッショ
ン ID を含めてエンコードします。
Web クライアントからの 2 回目以降のリクエスト送信時には，グローバルセッション ID
を含めてエンコードされた URL が使用されます。J2EE サーバはリクエストヘッダに含
まれる URL の情報を基に，グローバルセッションの制御を実行します。
URL 書き換えによるグローバルセッションの制御の概要を次の図に示します。
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図 12-16 URL 書き換えによるグローバルセッションの制御の概要

Web クライアントからのリクエストを受信すると，J2EE サーバの J2EE アプリケー
ション（Servlet ／ JSP）内で，HTTP セッションオブジェクトの作成とともに，グロー
バルセッション ID が発行されます。発行されたグローバルセッション ID は，Web クラ
イアントに送信される HTTP レスポンスボディに設定されます。同時に，SFO サーバ
に，グローバルセッション情報とともに格納されます。

12.4.2

URL 書き換えによる制御の前提条件

URL 書き換えによる制御の前提条件について説明します。
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御するためには，Web アプリケーショ
ンが URL 書き換えに対応している必要があります。Web アプリケーションが URL 書き
換えに対応していない場合，この制御方法ではグローバルセッションを制御できません。
URL 書き換えに対応した Web アプリケーションの実装方法については，「12.7.2

URL

書き換えによる制御をする場合のアプリケーションの実装」を参照してください。
なお，Smart Composer 機能で構築する，セッションフェイルオーバ機能を使用したシ
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ステムでは，HTTP Cookie によるグローバルセッション情報の制御に対応しています
が，URL 書き換えによるグローバルセッション情報の制御には対応していません。グ
ローバルセッション情報の制御に URL 書き換えを使用するシステムは，運用管理ポータ
ル，またはファイル編集とコマンド実行で構築してください。

12.4.3

グローバルセッション ID の送信に使用する URL の
パスパラメタ

ここでは，グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタについて説
明します。
グローバルセッション ID は，URL のパスパラメタ名として設定されます。使用される
パスパラメタ名は，Web アプリケーション単位に設定できます。デフォルトの設定の場
合，「gsessionid」になります。パスパラメタ名は，大文字と小文字を区別されます。設
定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の，セッション情
報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定についての説明を参照してください。

！

注意事項
「jsessionid」は，大文字，小文字に関係なく，パスパラメタ名に指定できません。
「jsessionid」は，HTTP セッションのセッション ID が，URL 書き換えで使用するパスパラ
メタ名です。
これと同じ名称を使用すると，セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理でエラー
となり，アプリケーションが開始できなくなります。
セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理については，「12.6.3

J2EE アプリケー

ション開始時の処理」を参照してください。

Web コンテナは，リクエストの URL にグローバルセッション ID を示すパスパラメタが
含まれる場合，その ID をグローバルセッション ID として扱い，グローバルセッション
を引き継ぎます。
ただし，次の条件のどれかに該当する場合は，URL のパスパラメタに含まれるグローバ
ルセッション ID が無効になります。
URL のパスパラメタに含まれるグローバルセッション ID が無効になる場合
• リクエストの HTTP Cookie にグローバルセッション ID が含まれている場合
• リクエストの HTTP Cookie に HTTP セッションのセッション ID が含まれている
場合
• リクエストの URL が HTTP セッションのセッション ID を表すパスパラメタを含
んでいない場合
なお，Web アプリケーション内で URL を取得する ServletAPI を使用した場合，取得で
きる URL にはグローバルセッション ID を示すパスパラメタは含まれません。URL に含
まれるパスパラメタがグローバルセッション ID として無効な場合も同様です。

792

12. J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ

リクエスト URL を取得する ServletAPI については，「4.4.3(3)

URL 書き換えをする場

合に使用する API と注意事項」を参照してください。

12.4.4

URL 書き換えによって制御する場合の負荷分散

ここでは，URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合に，負荷分散機
で負荷分散を実現する方法について説明します。
HTTP Cookie を使用できない Web クライアントを使用する場合，負荷分散をするとき
にセッションを継続するための方法として，次のような方法があります。
● サーバが埋め込む識別情報によってセッションを継続する方法
● HTTP リクエストに含まれるクライアント個別の識別情報によってセッションを継続
する方法
それぞれの方法について説明します。

（1） サーバが埋め込む識別情報によるセッションの継続
Web サーバまたはアプリケーションサーバがコンテンツに埋め込む識別情報を使用して，
振り分け先を決め，セッションを継続する方法です。負荷分散機には，この識別情報を
基にリクエストの振り分け先のサーバを決めるように設定します。
サーバが埋め込む識別情報は，一般的に次のフィールドに設定されます。
• URL のパスの一部
• URL のパスパラメタ
• URL のクエリストリング
• サーバから送信する HTML のフォームの hidden フィールド
セッションフェイルオーバ機能を使用している場合，識別情報として，サーバ ID を使用
できます。サーバ ID を識別情報として使用する場合，アプリケーションの実装を変更し
なくても，負荷分散時のセッションの継続が実現できます。サーバ ID は，セッション
ID の構成要素です。URL のパスパラメタに含まれています。サーバ ID については，
「4.4.5 セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加」を参照してください。
なお，サーバ ID 以外を識別情報として使用する場合は，識別情報をコンテンツに埋め込
む処理をアプリケーションで作りこむ必要があります。
サーバが埋め込む識別情報を使用して負荷分散を実行する処理の概要を次の図に示しま
す。
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図 12-17 サーバが埋め込む識別情報を使用した負荷分散の概要

クライアント 1 は，リクエストを送信するときに，サーバ 1 から送信された識別情報を
リクエストヘッダに含めて送信します。負荷分散機は，この識別情報を基に，振り分け
先のサーバを選択します。これによって，セッションを継続できます。

（2） HTTP リクエストに含まれるクライアント個別の識別情報による
セッションの継続
Web クライアントが送信するクライアント個別の識別情報に基づいて，振り分け先を決
め，セッションを継続する方法です。負荷分散機には，この識別情報を基にリクエスト
の振り分け先のサーバを決めるように設定します。
クライアント個別の識別情報は，一般的に次のフィールドに設定されます。
● HTTP リクエストの User-Agent ヘッダ
● クライアントが独自に定義した HTTP リクエストヘッダ
なお，この方法を使用する場合，クライアント側の設定で，クライアント個別の識別情
報をリクエストと同時に送信するように設定しておく必要があります。
クライアントの個別識別情報を使用して負荷分散を実行する処理の概要を次の図に示し
ます。
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図 12-18 クライアントの個別識別情報を使用した負荷分散の概要

クライアント 1 は，リクエストを送信するときに，クライアント固有の識別情報を
User-Agent ヘッダに含めて送信します。負荷分散機は，この識別情報を基に，振り分け
先のサーバを選択します。これによって，セッションを継続できます。

12.4.5

URL 書き換えによって制御する場合の注意事項

ここでは，URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の注意事項につ
いて説明します。

（1） リクエストラインの文字列長の算出と最大サイズの設定
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の，リクエストラインの最
大サイズの設定について説明します。
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合，URL のパスパラメタに
は，HTTP セッションのセッション ID とグローバルセッション ID が含まれます。
HTTP リクエストのリクエストラインのサイズは，サーバ側およびクライアント側でそ
れぞれ上限があります。
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合には，あらかじめリクエス
トラインの最大サイズを算出して，それを基にサーバおよびクライアントでのリクエス
トラインの最大サイズを設定しておく必要があります。
URL 書き換えを使用する場合のリクエストラインの文字列長の算出方法，およびリクエ
ストラインの最大サイズの設定方法については，マニュアル「Cosminexus システム構
築ガイド」の，リクエストラインの最大サイズの設定についての説明を参照してくださ
い。
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（2） URL 書き換えのタイミング
URL 書き換えを実行する Servlet API を呼び出すと，URL のパスパラメタにはその時点
で存在するグローバルセッションのグローバルセッション ID が付加されます。
このため，次の場合には，セッションを正しく継続できません。
• セッションを作成する前に URL 書き換えを実行する Servlet API を呼び出した場合
• URL 書き換えを実行する Servlet API を呼び出したあとでセッションを再作成した場
合

796

12. J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ

12.5 グローバルセッションの制御方法が混在
する場合のシステム構成
この節では，グローバルセッションの制御方法が混在する場合のシステム構成について
説明します。なお，グローバルセッションの制御方法が混在しない場合のシステム構成
については，マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」の次の説明を参照してく
ださい。
• SFO サーバを使用したセッション情報の引き継ぎを検討する場合のシステム構成
グローバルセッションの制御方法が混在するシステムでは，Web アプリケーションを制
御方法ごとに分けるかどうかによって，システム構成および設定内容が異なります。

！

注意事項
URL 書き換えによってセッションを制御する方法には，セッションハイジャックなどの脆
弱性があるといわれています。URL 書き換えを使用する場合，脆弱性への対策は，それぞ
れのシステムで確実に実施するようにしてください。
対策としては，次のようなものが考えられます。
• HTTP Cookie を使用する Web アプリケーションでは，URL 書き換えを抑止して，セッ
ション ID を URL に付加しないようにする。
• URL 書き換えを実行する Web アプリケーションでは，HTTP Cookie をサポートしてい
る Web クライアントからのリクエストは処理しない。
なお，この節の説明は，URL 書き換えでセッションを制御する場合の脆弱性について理解
し，適切な対応をしていることを前提にした上で，次のシステム構成について説明していま
す。
• HTTP Cookie を使用する Web アプリケーションと，URL 書き換えを使用する Web アプ
リケーションを，それぞれ専用の Web アプリケーションとして使用する場合のシステム
構成
• HTTP Cookie を使用する Web アプリケーションと，URL 書き換えを使用する Web アプ
リケーションを，専用の Web アプリケーションにはしないで，両方の制御方法で使用す
る場合のシステム構成

12.5.1

制御方法ごとに Web アプリケーションを分ける場合

ここでは，グローバルセッションの制御方法ごとに Web アプリケーションを分ける場合
のシステム構成について説明します。
次の 2 種類のシステム構成について説明します。
● リクエストの受信ポートを，Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどう
かによって分ける場合
● リクエストの受信ポートを，Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどう
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かによって分けない場合

（1） リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使
用できるかどうかによって分ける場合
リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどうかに
よって分ける場合のシステム構成の例を次に示します。
図 12-19 リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるか
どうかによって分ける場合（制御方法を Web アプリケーションごとに分けると
き）

この例の場合は，HTTP Cookie を使用できない Web クライアントからのリクエストを
受信する J2EE サーバと，HTTP Cookie を使用できる Web クライアントからのリクエ
ストを受信する J2EE サーバを分けて配置しています。
J2EE サーバ 1 および J2EE サーバ 2 は，HTTP Cookie を使用できない Web クライア
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ントからのリクエストを受信する J2EE サーバです。これらの J2EE サーバには，URL
書き換えによってセッションを制御する Web アプリケーションを配置します。
また，J2EE サーバ 3 および J2EE サーバ 4 は，HTTP Cookie を使用できる Web クラ
イアントからのリクエストを受信する J2EE サーバです。これらの J2EE サーバには，
HTTP Cookie を使用してセッションを制御する Web アプリケーションを配置します。
なお，グローバルセッションの制御方法に関係なく，J2EE サーバ 1 から J2EE サーバ 4
までで作成したすべてのグローバルセッション情報は，SFO サーバ 1（SFOServer01）
で冗長化して管理します。

（2） リクエストの受信ポートを HTTP Cookie の使用可否によって分け
ない場合
リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどうかに
よって分けない場合のシステム構成の例を次に示します。
図 12-20 リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるか
どうかによって分けない場合（制御方法を Web アプリケーションごとに分ける
とき）

この例の場合は，HTTP Cookie を使用できない Web クライアントからのリクエストを
受信する J2EE サーバと，HTTP Cookie を使用できる Web クライアントからのリクエ
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ストを受信する J2EE サーバを分けないで配置しています。
この場合は，URL 書き換えによってセッションを制御する Web アプリケーションと
HTTP Cookie によってセッションを制御する Web アプリケーションの両方を，それぞ
れの J2EE サーバに配置する必要があります。これは，HTTP Cookie をサポートしてい
ない Web クライアントと，HTTP Cookie をサポートしている Web クライアントの両方
からのリクエストが，それぞれの J2EE サーバに対して送信されるためです。
なお，この場合，グローバルセッションの制御方法が異なる Web アプリケーションを一
つの J2EE アプリケーションにまとめて配置しても，異なる J2EE アプリケーションと
して配置してもかまいません。この例の場合は，同一の J2EE アプリケーション内に異
なる制御方法の Web アプリケーションを配置しています。
グローバルセッションの制御方法は，Web アプリケーションそれぞれに対して，設定し
てください。
なお，グローバルセッションの制御方法に関係なく，J2EE サーバ 1 および J2EE サー
バ 2 で作成したすべてのグローバルセッション情報は，SFO サーバ 1（SFOServer01）
で冗長化して管理します。

12.5.2

制御方法ごとに Web アプリケーションを分けない場
合

ここでは，グローバルセッションの制御方法ごとに Web アプリケーションを分けない場
合のシステム構成として，次の 2 種類の構成について説明します。
● リクエストの受信ポートを，Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどう
かによって分ける場合
● リクエストの受信ポートを，Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるかどう
かによって分けない場合

（1） リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使
用できるかどうかによって分ける場合
グローバルセッションの制御方法に関係なく同一の Web アプリケーションを使用する場
合に，リクエストが Web クライアントの HTTP Cookie サポート有無によって分かれて
いるときの，システムの構成例を次に示します。
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図 12-21 リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるか
どうかによって分ける場合（制御方法を Web アプリケーションごとに分けない
とき）

それぞれの J2EE サーバに配置された Web アプリケーションは，HTTP Cookie による
セッション制御，および URL 書き換えによるセッション制御の両方に対応しています。
ただし，グローバルセッションの制御方法ごとにリクエストの受信ポートを分けている
ため，実際には Web アプリケーションごとに Web クライアントの種類が決まります。
このため，それぞれの Web アプリケーションには，リクエストを送信する Web クライ
アントが HTTP Cookie を使用できるかどうかに応じて，グローバルセッションの制御方
法を設定します。
図 12-21 の場合は，J2EE サーバ 1 および J2EE サーバ 2 が HTTP Cookie を使用できな
い Web クライアントからのリクエストを受け付けます。また，J2EE サーバ 3 と J2EE
サーバ 4 が HTTP Cookie を使用できる Web クライアントからのリクエストを受け付け
ます。
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ポイント
冗長化した同じ Web アプリケーションに対して，異なるグローバルセッションの制御方法
を設定した場合，同一の SFO サーバ上でのネゴシエーションは失敗します。このため，こ
の例では，SFO サーバを，グローバルセッションの制御方法ごとに二つのプロセスとして
います。
どの SFO サーバを使用するかは，それぞれの J2EE サーバで設定します。接続先の SFO
サーバの設定方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」のセッ

ション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定の説明を参照してください。

また，同じ Web アプリケーションに対して異なるグローバルセッションの制御方法を混
在させて管理する場合に，SFO サーバを 1 プロセスだけで運用したいときには，制御方
法ごとに，J2EE アプリケーションの名称を変更する方法があります。セッションフェイ
ルオーバ機能では，J2EE アプリケーションのアプリケーションが一致するかどうかに
よって，Web アプリケーションを同じアプリケーションであると判断します。このため，
J2EE アプリケーションの名称を変更することで，異なる Web アプリケーションだと判
断され，ネゴシエーションが失敗しなくなります。
異なるグローバルセッションの制御方法を混在させて管理する場合に，SFO サーバを 1
プロセスだけで運用する場合のシステム構成例を次の図に示します。
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図 12-22 異なるグローバルセッションの制御方法を混在させて管理する場合に，SFO
サーバを 1 プロセスだけで運用する場合のシステム構成例

この例では，グローバルセッションの制御方法ごとに，J2EE アプリケーションの名称を
変更しています。

（2） リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使
用できるかどうかによって分けない場合
グローバルセッションの制御方法に関係なく同一の Web アプリケーションを使用する場
合に，リクエストが Web クライアントの HTTP Cookie サポート有無によって分かれて
いないときの，システムの構成例を次に示します。
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図 12-23 リクエストの受信ポートを Web クライアントが HTTP Cookie を使用できるか
どうかによって分けない場合（制御方法を Web アプリケーションごとに分けな
いとき）

この例の場合は，リクエストの受信ポートがグローバルセッションの制御方法によって
分かれていないため，それぞれの Web アプリケーションには，HTTP Cookie を使用し
たリクエストと URL 書き換えを利用したリクエストの両方が送信されます。これに対応
するため，それぞれの Web アプリケーションでは，セッションの制御方法として
「both」を設定します。
なお，グローバルセッションの制御方法に関係なく，J2EE サーバ 1 および J2EE サー
バ 2 で作成したすべてのグローバルセッション情報は，SFO サーバ 1（SFOServer01）
で冗長化して管理します。
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12.6 セッションフェイルオーバ機能で実施さ
れる処理
この節では，セッションフェイルオーバ機能で実施される処理について説明します。

参考
この節の 12.6.1 から 12.6.6 までの説明は，グローバルセッションの制御方法として，
HTTP Cookie を使用した場合の処理について説明しています。
それぞれの処理でのグローバルセッションの制御処理については，URL 書き換えを使用し
た場合も同様です。ただし，グローバルセッションの制御に URL 書き換えを使用する場合，
HTTP Cookie を使用する場合と比べて，次の処理が異なります。
• グローバルセッションの制御に使用するグローバルセッション ID は，URL のパスパラメ
タから取得されます。
• グローバルセッションの制御に HTTP Cookie を使用しないため，グローバルセッション
を削除した場合，およびグローバルセッションが無効な場合に，グローバルセッションの
HTTP Cookie 情報の削除処理が実行されません。
• HTTP セッションの URL 書き換え処理が実行されるときに，HTTP セッションのセッ
ション ID に加えて，グローバルセッション ID が付加されます。なお，HTTP セッショ
ンの URL 書き換え処理は，Web アプリケーションでの URL エンコード用の Servlet API
の呼び出しを実行した場合に実行されます。
これらの相違点を含めた処理の流れについては，
「12.6.7

URL 書き換えを使用する場合の

処理の違い」を参照してください。

12.6.1

セッションフェイルオーバ機能で処理が実施される
タイミング

セッションフェイルオーバ機能では，次に示す時点でそれぞれ処理が実施されます。
• J2EE サーバ起動時の処理
J2EE サーバ起動時には，SFO サーバの状態を監視するためのスレッドが作成されま
す。
• J2EE アプリケーション開始時の処理
J2EE アプリケーション開始時には，セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化
処理が実施されます。
• リクエスト実行時の処理
リクエスト処理実施時には，セッションフェイルオーバ情報の格納，更新，削除がさ
れます。
セッションフェイルオーバ機能で実施される処理について，以降の項で説明します。
また，HttpSession オブジェクトの有効期限が切れた場合の処理，無効なグローバル
セッション ID が送られた場合の処理についても説明します。
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12.6.2

J2EE サーバ起動時の処理

J2EE サーバでは，SFO サーバの状態を監視するためのスレッドを作成します。これを，
SFO サーバ監視スレッドといいます。SFO サーバ監視スレッドは，Web アプリケー
ションごとに一つ作成され，各 Web アプリケーションで使用する SFO サーバのヘルス
チェックを実施します。ヘルスチェックは，SFO サーバアプリケーションで用意してい
る，コネクションの状態監視用のビジネスメソッドを呼び出して実施します。コネク
ションの状態監視のインターバルは 3 秒です。また，コネクションの状態監視用のビジ
ネスメソッドの呼び出しのタイムアウトには，SFO サーバとの通信タイムアウト時間に
設定した時間が適用されます。タイムアウトが発生した場合，SFO サーバはダウンして
いると判断され，リトライはされません。
なお，SFO サーバアプリケーションは，Cosminexus で提供しています。SFO サーバア
プリケーションの概要については，「12.2.4(1) SFO サーバ」を参照してください。ま
た，SFO サーバ監視スレッドの設定については，マニュアル「Cosminexus システム
構築ガイド」を参照してください。

12.6.3

J2EE アプリケーション開始時の処理

ここでは，J2EE アプリケーション開始時の処理の流れについて説明します。また，
J2EE アプリケーション開始時に実行される J2EE サーバと SFO サーバのネゴシエー
ション処理についても説明します。

（1） J2EE アプリケーション開始時の処理の流れ
J2EE アプリケーション実行前に，セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理が
実施されます。初期化処理では，次の内容が実施されます。
1. web.xml のセッションフェイルオーバ機能に関する設定の妥当性がチェックされま
す。
設定内容に問題がある場合は，フィルタの初期化処理でエラーとなり，Web アプリ
ケーションは開始されません。
2. web.xml の設定に問題がない場合，J2EE サーバから SFO サーバへの接続が実施され
ます。
接続先の SFO サーバは，J2EE サーバごとに設定されています。設定方法について
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の，セッション情報の引き継
ぎを行う J2EE サーバの設定についての説明を参照してください。
なお，接続に失敗した場合は，次の点を確認してください。
• SFO サーバが起動しているか
• SFO サーバとの通信路に障害が発生していないか
• J2EE サーバに設定されている，SFO サーバが登録されている CORBA ネーミング
サービスの IP アドレスまたはポート番号に誤りがないか
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• SFO サーバとして使用する J2EE サーバの起動コマンドである "cjstartsv" コマン
ドの実行時に "-nosecurity" オプションが指定されているか
3. SFO サーバとの接続に成功すると，SFO サーバとのネゴシエーションが実施されま
す。
web.xml で設定した内容に問題がない場合，SFO サーバとのネゴシエーションが実
施されます。ネゴシエーション処理に使用される情報については，
「(2) J2EE サー
バと SFO サーバのネゴシエーションで使用される情報」を参照してください。
ネゴシエーションに失敗した場合の対処については，
「(3) ネゴシエーションが失敗
した場合の対処」を参照してください。
4. セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化処理完了後，Web アプリケーションの
開始時にセッションフェイルオーバ機能の設定内容を示す KDJE34265-I のメッセー
ジが出力されます。

ポイント
グローバルセッションの制御に HTTP Cookie を使用する Web アプリケーションの場合，ネ
ゴシエーションが成功すると，web.xml で設定したグローバルセッション ID が使用する
HTTP Cookie 名称が，サーブレットコンテキストに属性として登録されます。属性の名称
は，「com.hitachi.software.was.sfo.GIDCookieName」です。
このとき，Servlet 仕様で提供されるリスナ，および
javax.servlet.ServletContextAttributeListener インタフェースを実装したリスナを Web ア
プリケーションに定義していた場合，attributeAdded メソッドの呼び出しがされます。
グローバルセッションの制御方法の設定，および HTTP Cookie の名称の設定方法について
は，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」の，セッションフェイルオーバ用

フィルタの設定についての説明を参照してください。

● 注意事項
• SFO サーバの稼働状態に異常があったり，SFO サーバが稼働するマシンのメモリ使
用量に異常があったりして，60 秒以内にネゴシエーション処理が完了しなかった場
合，J2EE サーバは SFO サーバとのネゴシエーションに失敗したと判断して，SFO
サーバとの接続を切断します。
なお，SFO サーバ側でネゴシエーションが成功していても，J2EE サーバとの接続が
切断されていることを検知した時点で，グローバルセッション情報の保持を終了しま
す。
なお，J2EE サーバの接続検知については，「12.2.4(1)

SFO サーバ」を参照してく

ださい。
• SFO サーバと J2EE サーバとのネゴシエーションが成功すると，SFO サーバには，
Web アプリケーションの設定情報が登録されます。Web アプリケーションの情報を変
更して，SFO サーバに接続すると，SFO サーバには変更前の Web アプリケーション
の情報があるため，ネゴシエーションに失敗します。そのため，SFO サーバに登録さ
れた Web アプリケーションの設定情報を削除してから Web アプリケーションを開始
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する必要があります。なお，Web アプリケーションの設定情報の削除については，マ
ニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

• SFO サーバが起動していない状態で J2EE アプリケーションを開始していた場合，ま
たは J2EE サーバとの接続中に SFO サーバを再起動した場合，J2EE サーバは，起動
または再起動後の SFO サーバに接続します。SFO サーバとの接続完了後，アプリ
ケーション開始と同様のネゴシエーションが実行されます。
なお，このときにネゴシエーションに失敗した Web アプリケーションは，以降，SFO
サーバへの接続はしません。この場合，セッションフェイルオーバ機能が無効なまま
処理が続行されます。
セッションフェイルオーバ機能を有効にするためには，J2EE アプリケーションを一
度停止してください。該当する Web アプリケーションのセッションフェイルオーバ機
能に関する設定を正しくした上で，J2EE アプリケーションを再度開始してください。

（2） J2EE サーバと SFO サーバのネゴシエーションで使用される情報
J2EE アプリケーションの開始処理の中で実施される，ネゴシエーションで使用される情
報について説明します。
セッションフェイルオーバ用フィルタは，ネゴシエーション処理を実行するときに，
Web アプリケーションの情報を SFO サーバに送信します。SFO サーバでは，送信され
た情報のうちネゴシエーションで使用する情報について，冗長化されているほかの J2EE
サーバの Web アプリケーションの情報と比較します。これらの情報が，ほかの J2EE
サーバの Web アプリケーションの情報と異なる場合，フィルタの初期化処理でエラーと
なり，Web アプリケーションは開始されません。
ネゴシエーション処理で使用される情報として，セッションフェイルオーバ用フィルタ
によって SFO サーバに送信される情報を次の表に示します。また，その中でほかの
J2EE サーバと同じ設定である必要がある情報も示します。
表 12-7

ネゴシエーション処理で使用される情報

セッションフェイルオーバ用フィルタによって SFO サーバに送信される情
報

ほかの J2EE サーバと同
じ設定である必要がある
情報

J2EE アプリケーション名

○

Web アプリケーションのコンテキストルート名

−

HttpSession 数の上限値

○

セッション情報の最大サイズ

○

DD に定義された HTTP セッションの有効期間

○

グローバルセッションの制御方法

○

グローバルセッション ID の送信に使用する HTTP Cookie の名称

○※ 1

グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名

○※ 2
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セッションフェイルオーバ用フィルタによって SFO サーバに送信される情
報

ほかの J2EE サーバと同
じ設定である必要がある
情報

SFO サーバ内のロック待ちでのタイムアウト時間

○

書き換え可能グローバルセッション情報のキー名称

○

読み込み専用グローバルセッション情報のキー名称

○

J2EE サーバに設定された Http セッションのセッション ID へ付加するサー
バ ID

−

byte 型配列であるセッション情報の引き継ぎ許可
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ許可

○※ 3
○

（凡例）
○：ほかの J2EE サーバと同じ設定である必要がある。
−：ほかの J2EE サーバと同じ設定でなくてもかまわない。
注※ 1
グローバルセッションの制御方法が HTTP Cookie を使用する方法の場合に同じ設定である必要
があります。URL 書き換えを使用する場合，同じ設定でなくてもかまいません。
注※ 2
グローバルセッションの制御方法が URL 書き換えを使用する方法の場合に同じ設定である必要
があります。HTTP Cookie を使用する場合，同じ設定でなくてもかまいません。
注※ 3
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報を引き継ぎ対象とする場合は，同じ設
定でなくてもかまいません。

また，セッションフェイルオーバ用フィルタによって SFO サーバに送信される情報のう
ち，HttpSession のセッション ID に付けられるサーバ ID は，J2EE サーバに対してそ
れぞれ一意となる値が設定されている必要があります。このため，すでに接続されてい
る J2EE サーバに設定されたサーバ ID と同じ値である場合は，ネゴシエーションが失敗
し，Web アプリケーションは開始されません。

（3） ネゴシエーションが失敗した場合の対処
ネゴシエーションで使用する情報の不一致によってネゴシエーションに失敗した場合，
J2EE サーバのメッセージログ，および SFO サーバのメッセージログにエラーメッセー
ジが出力されます。エラーの原因となった個所の設定を見直し，再度 Web アプリケー
ションをデプロイしてください。
なお，ネゴシエーション中に，次に示す要因でエラーが発生した場合，ネゴシエーショ
ンは失敗しますが，セッションフェイルオーバ機能が無効な状態で Web アプリケーショ
ンの処理は続行されます。
• SFO サーバのメモリが不足している
• ネゴシエーション処理のタイムアウトが発生した
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• ネゴシエーション中に SFO サーバまたは通信路に障害が発生した
• 必要な機能を SFO サーバがサポートしていない（SFO サーバのバージョンが J2EE
サーバのバージョンと合っていない）
エラーが発生した場合は，J2EE サーバおよび SFO サーバで出力されたメッセージログ
と SFO サーバの状態を確認して，エラーの原因を取り除いてください。
なお，エラー発生後，J2EE サーバは Web アプリケーションの処理を続行しながら，定
期的に SFO サーバへの接続を試みます。J2EE サーバが SFO サーバに接続ができた場
合，再度ネゴシエーション処理が実行されます。
ネゴシエーションが成功すると，セッションフェイルオーバ機能が有効になります。

12.6.4

リクエスト実行時の処理

ここでは，リクエスト実行時のグローバルセッションフェイルオーバ用フィルタの処理
と，グローバルセッション情報の格納，更新，削除処理について説明します。

（1） リクエスト実行時のセッションフェイルオーバ用フィルタの処理
セッションフェイルオーバ用フィルタでは，リクエスト実行前には，グローバルセッ
ション情報をロックし，必要に応じて引き継ぎ処理をします。また，リクエスト処理後
には，グローバルセッション情報を格納または更新して，ロックを解除します。
（a） グローバルセッション情報のロックについて
異なる J2EE サーバから同じグローバルセッション情報を同時に更新されることを抑止
するため，セッションフェイルオーバ用フィルタでは，SFO サーバ上のグローバルセッ
ション情報のロックをします。
1. J2EE アプリケーションでのリクエスト処理で，SFO サーバのグローバルセッション
情報を使用すると，SFO サーバ上のグローバルセッション情報はロックされます。
このとき，別の J2EE サーバがグローバルセッション情報を使用しようとすると，
ロックの解除待ちとなります。
2. グローバルセッション情報を使用している J2EE アプリケーションでリクエスト処理
が完了すると，SFO サーバでのロックが解除されます。
ロック解除時に，ロックの解除待ちとなっている J2EE アプリケーションがある場合
は，ロックが解除されたグローバルセッション情報を使用してリクエスト処理をしま
す。
グローバルセッション情報にロックを設定することによって，J2EE アプリケーションで
のダブルクリックなどによって二重送信されたリクエストが別の J2EE サーバに送信さ
れた場合の誤動作も防止できます。
なお，ロックの解除待ちには，タイムアウトを設定できます。解除待ちでタイムアウト
した場合，該当するグローバルセッション情報は使用できなくなります。このとき，
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セッションは破棄され，新規リクエストとして J2EE アプリケーションを呼び出します。
（b） セッション情報の引き継ぎ処理について
セッション情報の引き継ぎ処理では，新規に HttpSession オブジェクトを生成し，セッ
ション情報を登録します。Servlet 仕様で提供されているセッションに関する次の三つの
リスナを J2EE アプリケーションで定義している場合，リスナへの通知が実施されます。
呼び出されるリスナの種類について，システム内で発生するイベントごとに次の表に示
します。
表 12-8

呼び出されるリスナの種類

システム内で発生するイ
ベント

HttpSession オブジェクト，およびグ
ローバルセッションへの操作

呼び出されるリスナ

ログイン

HttpSessionListener

• HttpSession オブジェクトの作成
• グローバルセッションの作成

J2EE アプリケーション
内でのセッションの使用

HttpSessionAttributeListener
HttpSessionBindingListener

• HttpSession オブジェクトへのセッ
ション情報の格納
• HttpSession オブジェクトからの
セッション情報の削除

ログアウト

HttpSessionListener
HttpSessionAttributeListener
HttpSessionBindingListener

• HttpSession オブジェクトの破棄
• グローバルセッションの破棄

障害発生によるグローバ
ルセッション情報の引き
継ぎ

• HttpSession オブジェクトの作成
• HttpSession オブジェクトへのグ
ローバルセッション情報の格納

ほかのサーバに引き継が
れた HttpSession オブ
ジェクトの有効期限切れ

• HttpSession オブジェクトの削除

（2） グローバルセッション情報の格納処理
グローバルセッションは，HTTP セッションと同時に生成されます。グローバルセッ
ションが生成されると，グローバルセッション情報も生成されます。このとき，
HttpSession オブジェクトに対してセッション情報が未登録である場合も，グローバル
セッション情報は生成されます。ただし，セッション情報が未登録であるという情報が
生成されます。
J2EE アプリケーションで HttpSession オブジェクトの作成後，グローバルセッション
情報が SFO サーバに格納されるまでの処理について，次の図に示します。

参考
次の図とその説明は，グローバルセッションの制御方法として，HTTP Cookie を使用して
いる場合の例です。URL 書き換えを使用している場合の処理の違いについては，「12.6.7
URL 書き換えを使用する場合の処理の違い」を参照してください。
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図 12-24 グローバルセッション情報の格納処理

1. J2EE アプリケーション内の処理で，HttpSession オブジェクトが作成されます。
javax.servlet.http.HttpServletRequest インタフェースの getSession メソッドが呼び
出され，HttpSession オブジェクトが作成されます。
2. 作成された HttpSession オブジェクトに対応する，グローバルセッション ID が発行
されます。
3. SFO サーバに新しいグローバルセッション情報を追加します。追加されたグローバル
セッション情報はロックされます。
4. HTTP レスポンスのヘッダの Set-Cookie ヘッダに，グローバルセッション ID が追加
されます。
5. SFO サーバにグローバルセッション情報を送信し，格納します。
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（3） グローバルセッション情報の更新処理
J2EE アプリケーションでセッションを使用し，グローバルセッション情報が更新される
と，SFO サーバ内のグローバルセッション情報も更新する必要があります。
なお，グローバルセッション情報の更新中は，グローバルセッション情報にロックが掛
かります。ロックが掛かると，ほかの J2EE サーバからのグローバルセッション情報の
操作ができなくなります。
グローバルセッション情報の更新処理について，次の図に示します。

参考
次の図とその説明は，グローバルセッションの制御方法として，HTTP Cookie を使用して
いる場合の例です。URL 書き換えを使用している場合の処理の違いについては，「12.6.7
URL 書き換えを使用する場合の処理の違い」を参照してください。
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図 12-25 グローバルセッション情報の更新処理

1. SFO サーバ上のグローバルセッション情報にロックが掛かります。
J2EE アプリケーションの処理の前に，グローバルセッション情報にロックが掛かり
ます。
2. J2EE アプリケーション内の処理で HttpSession オブジェクトを使用すると，
HttpSession オブジェクトに登録されたグローバルセッション情報が更新されます。
3. J2EE アプリケーション処理の終了後，SFO サーバにセッション情報を送信します。
4. SFO サーバ上のグローバルセッション情報を最新に更新します。
5. SFO サーバ上のグローバルセッション情報のロックを解除します。

（4） グローバルセッション情報の削除処理
J2EE アプリケーション内で，javax.servlet.http.HttpSession インタフェースの
invalidate メソッドが呼び出される場合の，明示的なグローバルセッション情報の削除
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の処理について，次の図に示します。

参考
次の図とその説明は，グローバルセッションの制御方法として，HTTP Cookie を使用して
いる場合の例です。URL 書き換えを使用している場合の処理の違いについては，「12.6.7
URL 書き換えを使用する場合の処理の違い」を参照してください。

図 12-26 グローバルセッション情報の明示的な削除

1. SFO サーバ上のグローバルセッション情報にロックが掛かります。
J2EE アプリケーションの処理の前に，グローバルセッション情報にロックが掛かり
ます。
2. J2EE アプリケーション内の処理で，明示的に HttpSession オブジェクトを破棄しま
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す。
javax.servlet.http.HttpSession インタフェースの invalidate メソッドを呼び出して，
オブジェクトを破棄します。
3. J2EE アプリケーション処理の終了後，SFO サーバにグローバルセッション情報の削
除要求を送信します。
4. SFO サーバ上のグローバルセッション情報が削除されます。
5. クライアント上にあるグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報を削除するよう
に設定されます。
HTTP レスポンスヘッダに，HTTP Cookie を期限切れでセットします。ただし，
J2EE アプリケーションで HTTP レスポンスがすでにコミットされていた場合は，期
限切れでのセットは実施されません。
クライアント上のグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報が削除されるのは，レ
スポンスがコミットされていなかった場合だけです。J2EE アプリケーションからセッ
ションフェイルオーバ用フィルタに処理が戻った時点で，すでにレスポンスがコミット
している場合は，クライアント上のグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報は削
除されません。この場合，次に送信するリクエストにグローバルセッション情報が
Cookie として付けられた時点で，HTTP Cookie 情報の削除処理が実施されます。

12.6.5

HttpSession オブジェクトの有効期限が切れた場合の
処理

HttpSession オブジェクトに設定されている有効期限が切れるまでの間に，HttpSession
オブジェクトを使用するリクエストが発生しなかった場合は，HttpSession オブジェク
トは J2EE サーバによって削除されます。また，このとき，HttpSession オブジェクト
に対応づけられた SFO サーバ上のグローバルセッション情報も削除されます。
有効期限が切れているときには，グローバルセッション情報がロックされているかどう
かにかかわらず，HttpSession オブジェクトは削除されます。このため，J2EE サーバで
グローバルセッション情報を使用中の場合や，J2EE サーバのダウンによってロックされ
たままのグローバルセッション情報も，有効期限が切れると削除されます。
HttpSession オブジェクトの有効期限が切れた場合の処理の流れについて，次の図に示
します。
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図 12-27 HttpSession オブジェクトの有効期限が切れた場合の処理

1. 有効期限が切れると，HttpSession オブジェクトは削除されます。
J2EE サーバ内では，HttpSession オブジェクトの有効期限が監視されています。有
効期限が切れると，HttpSession オブジェクトが削除されます。
2. 有効期限の切れた SFO サーバ上のグローバルセッション情報も削除されます。
SFO サーバ内では，グローバルセッション情報の有効期限が監視されています。有効
期限が切れると，SFO サーバ上のグローバルセッション情報が削除されます。

12.6.6

無効なグローバルセッション ID が送られた場合の処
理

SFO サーバにない，グローバルセッション ID がリクエストとして送られてきた場合の
処理の流れについて，次の図に示します。

参考
次の図とその説明は，グローバルセッションの制御方法として，HTTP Cookie を使用して
いる場合の例です。URL 書き換えを使用している場合の処理の違いについては，「12.6.7
URL 書き換えを使用する場合の処理の違い」を参照してください。
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図 12-28 無効なグローバルセッション ID が送られた場合の処理

1. グローバルセッション情報のロックが失敗します。
SFO サーバに対して，グローバルセッション情報のロック要求がありますが，SFO
サーバ内にない，無効なグローバルセッション ID が送信されてきたため，ロックが
失敗します。
2. HTTP レスポンスヘッダに，Set-Cookie ヘッダを期限切れでセットします。
クライアントにあるグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報を削除するよう，
Set-Cookie ヘッダを期限切れでセットします。
3. HttpSession オブジェクトがある場合は，書き換え可能グローバルセッション情報が
削除されます。
なお，3. の処理以降，J2EE アプリケーション内の処理で，
javax.servlet.http.HttpServletRequest インタフェースの getSession メソッドが呼び出
されると，グローバルセッションが新規に作成されます。

12.6.7

URL 書き換えを使用する場合の処理の違い

ここでは，URL 書き換えを使用する場合の処理と，HTTP Cookie を使用する場合の処
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理との違いについて説明します。
グローバルセッションの制御方法として URL 書き換えを使用している場合，HTTP
Cookie を使用して制御している場合の処理に加えて，URL 書き換えのための処理とし
て，次の処理が追加されます。
● URL のパスパラメタの解析
● Web アプリケーションでの Servlet API の呼び出しによる，グローバルセッション ID
を含む URL のエンコード
また，グローバルセッションを削除した場合，およびグローバルセッションが無効な場
合に，グローバルセッションの HTTP Cookie 情報の削除処理は実行されません。
URL 書き換えする場合に追加される処理について，次の図に示します。
図 12-29 URL 書き換えする場合に追加される処理

各ポイントでの処理内容について説明します。説明の番号は図中の番号と対応していま
す。なお，1.，3.，4. の処理が，URL 書き換えの場合だけに実行される処理です。
1. J2EE サーバによって，Web クライアントから送信されたリクエスト URL のパスパ
ラメタが解析されます。
2. セッションフェイルオーバ用フィルタによって，SFO サーバ上のグローバルセッショ
ン情報がロックされます。
なお，この処理は，グローバルセッションの制御方法に関係なく実行されます。
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3. J2EE アプリケーション内の Web アプリケーションで，URL 書き換えのためのエン
コードを実行する Servlet API が呼び出されます。
この処理は，URL 書き換えの場合だけ実行されます。
4. J2EE サーバによって，グローバルセッション ID が URL にエンコードされます。な
お，エンコードは HTTP セッションのセッション ID とともに実行されます。
5. セッションフェイルオーバ用フィルタによって，SFO サーバ上のグローバルセッショ
ン情報が更新され，グローバルセッション情報のロックが解除されます。
なお，この処理は，グローバルセッションの制御方法に関係なく実行されます。
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12.7 セッションフェイルオーバ機能を使用す
るアプリケーションの実装
この節では，セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションを開発すると
きに留意することについて説明します。また，セッションフェイルオーバ機能を使用す
る場合，アプリケーションでは，DD（web.xml）を編集して，セッションフェイルオー
バ機能に必要な設定をする必要があります。この設定方法についても説明します。

12.7.1

実装時の留意事項

セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションを開発する場合に，留意す
る点について説明します。

（1） セッションフェイルオーバ用フィルタの呼び出し順序
セッションフェイルオーバ用フィルタは，サーブレットフィルタとして提供されます。
セッションフェイルオーバ用フィルタは，ほかのサーブレットフィルタよりも前に呼び
出される必要があります。HTTP レスポンス圧縮フィルタ，およびユーザ作成のフィル
タよりも前に配置してください。

（2） JSP で暗黙的に作成される HTTP セッションの扱い
セッションフェイルオーバ機能を有効にしたアプリケーションでは，セッションを作成
すると必ずグローバルセッション ID が発行され，グローバルセッション情報を使用しな
いサーブレットまたは JSP であっても，
「グローバルセッション情報が存在しない」と
いう情報が SFO サーバに冗長化されます。
JSP では，デフォルトで HttpSession オブジェクトが作成されます。メモリの使用量や，
SFO サーバとの通信による負荷を考慮し，セッションを必要としない JSP では明示的に
HttpSession オブジェクトを作成しない設定にしてください。HttpSession オブジェクト
を作成しない設定には，page ディレクティブの session 属性を使用してください。

（3） セッション管理に使用する情報の選択
HTTP セッションのセッション管理には，グローバルセッション情報を使用するように
してください。
セッションフェイルオーバ機能では，障害発生時にグローバルセッション情報は引き継
げますが，HTTP セッションは新しく作成されます。このため，HTTP セッションの
セッション ID はグローバルセッション情報の引き継ぎの前後で異なります。したがっ
て，HTTP セッションのセッション ID を基に制御を実行するアプリケーションは，グ
ローバルセッション情報を基に制御を実行するように変更する必要があります。
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（4） 障害発生時の動作を考慮した処理の実装
セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションでは，障害発生時にグロー
バルセッション情報の引き継ぎ処理や，書き換え可能グローバルセッション情報の削除
処理が発生します。
アプリケーションでは，これらを想定した処理を実装する必要があります。
（a） セッション情報の引き継ぎを考慮した処理
J2EE サーバや Web サーバに障害が発生すると，リクエストが別の J2EE サーバに転送
されて，セッション情報が引き継がれます。アプリケーションが引き継ぎ先の J2EE
サーバで問題なく業務を続けるためには，必要な情報をすべてグローバルセッション情
報として設定しておく必要があります。
グローバルセッション情報として設定できる情報については，「12.2.3

グローバルセッ

ション情報」を参照してください。また，グローバルセッション情報の引き継ぎについ
ては，「12.2.6 サーバの状態とグローバルセッション情報の引き継ぎ」を参照してくだ
さい。
（b） HTTP セッションに同一のオブジェクトが複数回登録されている場合を考慮した処
理
HttpSession オブジェクトに同じオブジェクトが複数登録されていた場合に，引き継ぎ
後の HttpSession オブジェクトに登録されるオブジェクトが異なるので，注意が必要で
す。
● 一つの HttpSession オブジェクトに同じオブジェクトが複数登録されている場合
一つの HttpSession オブジェクトに，同じ java.lang.String クラスのオブジェクトが
複数登録されている場合に，グローバルセッション情報の引き継ぎが発生すると，複
数登録していたオブジェクトは別々のオブジェクトとして生成されます。
一つの HttpSession オブジェクトに同じオブジェクトが複数登録されている場合の引
き継ぎの例を次の図に示します。
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図 12-30 一つの HttpSession オブジェクトに同じオブジェクトが複数登録されている場
合の引き継ぎの例

この図では，J2EE サーバ 1 上の HttpSession オブジェクトに，java.lang.String ク
ラスのオブジェクトであるセッション情報 B が複数登録されています。J2EE サーバ
1 で障害が発生して，J2EE サーバ 2 へセッション情報が引き継がれた場合，J2EE
サーバ 2 上の HttpSession オブジェクトには，複数登録されていたセッション情報 B
が，それぞれ別のセッション情報 B-1 とセッション情報 B-2 として生成されます。
セッション情報 B-1 およびセッション情報 B-2 は，インスタンスは異なりますが，内
容は同じです。
● 異なる HTTP セッションに同一のオブジェクトが登録されている場合
グローバルセッション情報は HTTP セッション単位に作成されます。直列化可能クラ
スのオブジェクトであるセッション情報を引き継ぎ対象に設定している場合も，
HTTP セッションごとに引き継ぎます。
異なる HttpSession オブジェクトで同一のオブジェクトをセッション情報として共有
している場合に，グローバルセッション情報の引き継ぎが発生したときは，オブジェ
クトが共有されません。別々のオブジェクトとして生成されます。
異なる HttpSession オブジェクトに同一のオブジェクトが登録されている場合の引き
継ぎの例を次の図に示します。
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図 12-31 異なる HttpSession オブジェクトに同一のオブジェクトが登録されている場合
の引き継ぎの例

この図では，J2EE サーバ 1 上の HttpSession オブジェクト 1 および HttpSession オ
ブジェクト 2 で，同一のオブジェクトのセッション情報 C を共有しています。J2EE
サーバ 1 で障害が発生して，J2EE サーバ 2 へセッション情報が引き継がれた場合，
J2EE サーバ 2 上の HttpSession オブジェクト 1 および HttpSession オブジェクト 2
には，共有されていたセッション情報 C が，それぞれ別のセッション情報 C-1 とセッ
ション情報 C-2 として生成されます。セッション情報 C-1 およびセッション情報 C-2
は，インスタンスは異なりますが，内容は同じです。
（c） 書き換え可能グローバルセッション情報の削除を考慮した処理
SFO サーバに障害が発生した場合など，書き換え可能グローバルセッション情報の削除
が発生したとき，HttpSession オブジェクトには読み込み専用グローバルセッション情
報とグローバルセッション情報でないセッション情報が残ります。
リクエスト処理を実行する前に，書き換えグローバルセッション情報が削除されていな
いかどうかを確認する処理を実行して，削除されている場合には適切な処理を実行して
ください。
例えば，グローバルセッション情報が次のように設定されている場合があります。
• 読み込み専用グローバルセッション情報にログイン情報が設定されている。
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• 書き換え可能グローバルセッション情報に作業中の情報が設定されている。
この場合，書き換え可能グローバルセッション情報が削除されると，HttpSession オブ
ジェクトに登録されたセッション情報の内容はログイン直後の状態に戻ります。この状
態から業務をやり直すためには，オブジェクトを再作成する処理や，
javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの sendRedirect メソッドを使
用してログイン直後のページに戻す処理などが必要になります。
J2EE アプリケーション内での書き換え可能グローバルセッション情報が削除されている
かどうかは，HttpSession オブジェクトに登録した書き換え可能グローバルセッション
情報があるかどうかで確認できます。確認した結果，あるはずの書き換え可能グローバ
ルセッション情報がなくなっていた場合，書き換え可能グローバルセッション情報が削
除されたと判断できます。

（5） HTTP セッションの破棄に伴う動作
HTTP セッションを破棄するアプリケーション内でレスポンスのコミットを実行しても，
クライアント上のグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報は削除されません。こ
の場合，コミット後にリクエストを送信するとき，グローバルセッション ID がリクエス
トヘッダの Cookie として付加されて，J2EE サーバ，SFO サーバのメッセージログに次
のログメッセージが出力されます。
● J2EE サーバで出力されるメッセージ
KDJE34234-Ｗ（出力レベル：Warning）
● SFO サーバで出力されるメッセージ
KDJE34017-Ｗ（出力レベル：Warning）
ただし，これらのメッセージが出力された場合も，J2EE サーバ，SFO サーバでの実際
のリクエスト処理，およびセッションフェイルオーバ機能への影響はありません。なお，
クライアント上のグローバルセッション ID の HTTP Cookie 情報を削除する処理は，こ
の時点で実行されます。以降のリクエスト処理ではこの HTTP Cookie は付加されませ
ん。
また，javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの sendRedirect メソッ
ドを使用した場合も，レスポンスがコミットされて，リダイレクト先アドレスへのアク
セス時に KDJE34234-W のメッセージが出力されます。このとき，リダイレクト先アド
レスが FORM 認証を使用しているページへのアドレスであった場合，J2EE サーバの
メッセージログには KDJE34234-W のメッセージではなく，KDJE34229-W のメッセー
ジ（出力レベル：Warning）が出力されます。ただし，この場合も，認証機能および
セッションフェイルオーバ機能への影響はありません。

（6） セッション情報の引き継ぎが発生した場合の認証情報の扱い
Web コンテナで使用できるログイン認証には，サーブレット API で定義されている
フォーム認証による認証と，HTTP が定義している Basic 認証による認証があります。
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セッションフェイルオーバ機能を使用するシステムで認証機能を使用している場合，
J2EE サーバまたは Web サーバの障害発生時には次のように動作します。
● サーブレット API で定義されているフォーム認証によって認証処理をしている場合
障害発生時に，認証された J2EE サーバと異なる J2EE サーバにリクエストが振り分
けられた場合は，再度認証が必要です。
● Basic 認証によって認証処理をしている場合
障害発生時に，認証された J2EE サーバと異なる J2EE サーバにリクエストが振り分
けられた場合でも，再度認証する必要はありません。グローバルセッション情報は正
常に引き継がれ，業務を続けられます。

（7） セッションフェイルオーバ機能使用によるサーブレット API の動作
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合と，使用しない場合とで動作が変わる
サーブレット API があります。次に，セッションフェイルオーバ機能によって動作に変
更がある API および注意点を示します。
表 12-9
項
番

セッションフェイルオーバ機能と関係するサーブレット API

クラス名またはインタ

API 名

注意点

HTTP Cookie によるグローバルセッション制御
が有効な場合に動作が変わります。グローバル
セッション ID に使用する HTTP Cookie 名称を
サーブレットコンテキストに属性として登録し
ます。グローバルセッション ID は，セッショ
ンフェイルオーバ用フィルタ開始時に初期化パ
ラメタに設定された ID です。
getAttributeNames で取得できる属性名にこの
属性の名称が含まれます。セッションフェイル
オーバ用フィルタが登録する属性については，
「12.7.3 アプリケーションを実行するときに追
加される属性」を参照してください。

フェース名※ 1

1

ServletContext

getAttributeNames

2

ServletContextAttribu
teListener

attributeAdded
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項
番
3

API 名

クラス名またはインタ
フェース名※ 1
HttpServletRequest

getCookies

注意点

HTTP Cookie によるグローバルセッション制御
が有効な場合に動作が変わります。グローバル
セッションが発行されると，グローバルセッ
ション ID が Cookie ヘッダにセットされます。
HTTP Cookie の名称は，GIDCookieName パラ
メタに指定した値です。

4

getHeader

5

getHeaderNames

6

getHeaders

7

getSession

HTTP セッション作成時に，J2EE サーバの
HTTP セッション数に余裕がある場合でも，
SFO サーバでグローバルセッション数が上限に
達すると，IllegalStateException 例外が発生し
ます。

encodeRedirectUR
L

URL 書き換えによるグローバルセッション制御
が有効な場合に動作が変わります。グローバル
セッション ID を URL に含めてエンコードしま
す。グローバルセッション ID は，HTTP セッ
ション ID とともにエンコードされます。この
処理は必要に応じて実行されます。

8

HttpServletResponse

9

encodeURL

1
0

encodeRedirectUrl

11

encodeUrl ※ 2

1
2

※2

HttpSession

getAttribute

書き換え可能グローバルセッション情報の削除
処理が発生すると，Web コンテナによって属性
が追加されます。Web コンテナが追加する属性
については，「12.7.3 アプリケーションを実行
するときに追加される属性」を参照してくださ
い。

1
3

getAttributeNames

1
4

getCreationTime

1
5

getId ※ 3

1
6

getLastAccessedTi
me

引き継ぎ発生後，初回のリクエスト時には前回
アクセスの時刻を返すことができません。

1
7

isNew ※ 4

引き継ぎによって，HttpSession オブジェクト
が作成されると，戻り値が「true」となります。

1
8

HttpSessionAttribute
Listener

1
9

HttpSessionBindingLi
stener

2
0

HttpSessionListener

2
1

HttpServletRequestW
rapper

引き継ぎが発生すると，引き継ぎ処理によって
HttpSession オブジェクトが作成されるため，
引き継ぎ発生前と異なる値が返されます。

リスナについては，「12.6.4
ださい。

リクエスト実行時の処理」を参照してく

動作については，javax.servlet.http.HttpServletRequest インタフェー
スの動作を参考にしてください。

注※ 1
クラス名およびインタフェース名は，
「javax.servlet.http.」を省略しています。
注※ 2
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Servlet 2.1 仕様で非推奨とされている API です。
注※ 3
HTTP セッションのセッション ID を基に制御が行われる Web アプリケーションは，グローバ
ルセッション情報を基に制御が行われるように変更する必要があります。
注※ 4
isNew メソッドの戻り値によって制御が行われる Web アプリケーションでは，HttpSession オ
ブジェクトを新規に作成した場合，必ず登録するセッション情報を設けてください。そのセッ
ション情報を読み込み専用グローバルセッション情報とし，isNew メソッドを使用する代わり
にそのセッションが HttpSession オブジェクトに登録されているかどうかで新規セッションか
どうかを判断するようにしてください。

（8） JSP での <jsp:useBean> タグの使用
JSP で <jsp:useBean> タグを使用する時，scope 属性を "session" とすることで，
JavaBeans が HttpSession オブジェクトの属性として登録されます。
<jsp:useBean> タグの scope 属性を "session" とする場合には，次の設定が必要になりま
す。
• 引き継ぎ対象とするセッション情報のデータ型に，直列化可能クラスのオブジェクト
を設定する。
• <jsp:useBean> タグの id タグに設定した名称が引き継ぎ対象となるように，id タグに
設定した名称をグローバルセッション情報として使用する情報（キー）に設定する。

12.7.2

URL 書き換えによる制御をする場合のアプリケー
ションの実装

URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の，Web アプリケーション
の実装方法について説明します。

（1） 使用する Servlet API
Web アプリケーションを実装する際には，次に示す Servlet API を使用して実装してく
ださい。
なお，グローバルセッション ID のエンコードは，グローバルセッションが存在している
場合に，Web アプリケーション内でこれらの Servlet API が呼び出され，HTTP セッ
ションのセッション ID のエンコードが必要と判断されたときにだけ実行されます。
● サーブレットや JSP 内で同一アプリケーションへのリンク先 URL をレスポンスに出
力する場合，次の API を使用してリンク先 URL を出力してください。
• javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの
encodeURL(java.lang.String url) メソッド
• javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの
encodeUrl(java.lang.String url) メソッド
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ただし，encodeUrl(java.lang.String url) メソッドは非推奨の API です。
● サーブレットや JSP 内で javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの
sendRedirect() メソッドによって同一アプリケーションへのリダイレクトを行う場合
は，リダイレクト先の URL を次の API を使用して取得してください。
• javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの
encodeRedirectURL(java.lang.String url) メソッド
• javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの
encodeRedirectUrl(java.lang.String url) メソッド
ただし，encodeRedirectUrl(java.lang.String url) メソッドは非推奨の API です。
これらの ServletAPI を使用しないで Web アプリケーションを実装している場合，グ
ローバルセッション ID の URL 書き換えは実行されません。この場合，HTTP セッショ
ンおよびグローバルセッションは継続されません。

（2） JSP の記述例
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の JSP の記述例，および出
力されるレスポンスの内容を示します。
JSP の記述内容
<a href="<%= response.encodeURL("nextPage.jsp") %>">link</a>

なお，この例は，次の前提に従っています。
• HTTP セッションのセッション ID は "xxxxx" である。
• グローバルセッション ID は "yyyyy" である。
• グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名は
"gsessionid" である。
出力されるレスポンスの内容
<a href="nextPage.jsp;jsessionid=xxxxx;gsessionid=yyyyy">link</a>

！

注意事項
次に示すように，URL 書き換えを使用しないでパスパラメタを設定するアプリケーション
の場合，グローバルセッションの URL 書き換えが実行されません。この場合，セッション
フェイルオーバ機能が有効になりません。
URL 書き換えによるグローバルセッションの制御が有効にならない例（JSP の場合）
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<a href="nextPage.jsp;jsessionid=<%=session.getId()%>">link</a>

12.7.3

アプリケーションを実行するときに追加される属性

セッションフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションでは，動作するために必要
な情報を Web コンテナから取得するために，javax.servlet.ServletContext オブジェク
トの属性を使用します。
アプリケーションの起動時には，次の表に示す属性が，Web コンテナによって
javax.servlet.ServletContext オブジェクトの属性に追加されます。
表 12-10 Web コンテナによって ServletContext の属性に追加される属性
キー名称

値の説明

com.hitachi.software.web.application-dd.J2eeApplicationName

J2EE アプリケーション名

com.hitachi.software.web.application-dd.contextRoot

コンテキストルート名

com.hitachi.software.web.dd.session-max-inactive-interval

DD（web.xml）に設定さ
れた HTTP セッションの
有効期間※ 1

com.hitachi.software.web.hitachi-runtime-dd.http-session-max-number

HTTP セッション数の上限
値設定機能で設定された
HTTP セッション数の上限
値

com.hitachi.software.web.dd.filter-class

DD（web.xml）の最上部
に定義されたフィルタマッ
ピングのクラス名

com.hitachi.software.web.dd.url-pattern

DD（web.xml）の最上部
に定義されたフィルタマッ
ピングの URL パターン※
2※3

注※ 1
DD（web.xml）に HTTP セッションの有効期間を設定しなかった場合は，デフォルトの値が登
録されます。
注※ 2
<url-pattern> タグでなく，<servlet-name> タグが設定された場合は追加されません。
注※ 3
DD（web.xml）内にセッションフェイルオーバ用フィルタを使用するフィルタマッピングの定
義が複数あった場合，URL パターンの代わりに「<multi mapped>」の文字列が登録されます。

これらの属性の追加はセッションフェイルオーバ機能の有効，無効に関係なく，J2EE
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サーバモードで Web アプリケーションを開始する時には必ず実行されます。
なお，javax.servlet.ServletContextAttributeListener インタフェースを実装したクラス
を使用した場合は，上記属性の追加，削除するための attributeAdded メソッド，
attributeRemoved メソッド，および attributeReplaced メソッドの呼び出しは実行され
ません。

12.7.4

DD の定義

次に示すディレクトリに，セッションフェイルオーバ機能で使用するフィルタ定義およ
びフィルタマッピングの定義が記述されたテンプレートの DD（web.xml）が用意してあ
ります。
テンプレート格納ディレクトリ
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥sfo¥sfo_war
このファイルをコピーして Web アプリケーションの DD を作成します。すでに存在する
Web アプリケーションにセッションフェイルオーバ機能を適用する場合，テンプレート
から DD にセッションフェイルオーバ用フィルタのフィルタ定義およびフィルタマッピ
ングの定義をコピーし，必要な定義を記述します。
テンプレートの内容を次に示します。
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図 12-32 テンプレートの内容（セッションフェイルオーバ機能の DD）
（1/2）
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図 12-33 テンプレートの内容（セッションフェイルオーバ機能の DD）
（2/2）

次の定義の値は固定となります。テンプレートの値をそのまま使用してください。
• フィルタ定義の <filter-name> タグと <filter-class> タグ
• フィルタマッピング定義の <filter-name> タグと <url-pattern> タグ

！

注意事項
フィルタマッピング（<filter-mapping> タグ）を定義する場合，次の点に注意してくださ
い。
• フィルタマッピング定義を複数定義する場合，セッションフェイルオーバ用のフィルタ
マッピング定義を最初に記述してください。最初に記述しない場合はアプリケーションを
開始できません。
• セッションフェイルオーバ用のフィルタマッピング定義は複数定義しないでください。複
数定義した場合はアプリケーションを開始できません。
• Web アプリケーションのバージョンが Servlet 2.4 の場合，<filter-mapping> タグの要素
の <dispatcher> タグを指定しないでください。<dispatcher> タグで「FORWARD」，
「INCLUDE」，および「ERROR」を指定した場合，Web アプリケーションの開始時に
セッションフェイルオーバ用フィルタの初期化段階でエラーが発生し，アプリケーション
は開始できません。

（1） DD に定義する項目
グローバルセッション情報として登録する情報や，使用する SFO サーバの情報などは，
<filter> タグ内の初期化パラメタである，<init-param> タグ内を編集して定義します。
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参考
<init-param> タグ内の情報は，アプリケーションを J2EE サーバにインポートしたあとで，
サーバ管理コマンドを使用して設定することもできます。

DD の <init-param> タグ内に定義する内容を次の表に示します。なお，<param-value>
に指定する値の詳細については，(2) 以降で説明します。
表 12-11

DD の <init-param> タグ内に定義する内容

定義する項目

グローバル
セッション
情報として
使用する情
報

<param-name> タ
グに指定する要素

書き換え可
能な情報

GSInfoKey-RW

読み込み専
用の情報

GSInfoKey-R

<param-value> に指定する内容
HTTP セッションに登録する情報の中から，グ
ローバルセッション情報として登録する情報を選
択して定義します。
文字列を指定します。※ 1
「;」（半角セミコロン）を含んだキーは指定できま
せん。
複数指定する場合は，「;」
（半角セミコロン）で区
切って指定します。
なお，同じ名称のキーは複数回指定できません。
GSInfoKey-RW と GSInfoKey-R に同じ名称を指
定することもできません。※ 2
また，
「*」
（半角アスタリスク）だけを指定する
と，HTTP セッションに登録されたすべての情報
がグローバルセッション情報として登録されます。
ただし，複数指定の中に「*」を指定している場
合，「*」はキーとして扱われます。「*」は，
GSInfoKey-RW と GSInfoKey-R の両方に指定で
きません。
GSInfoKey-RW と GSInfoKey-R に指定する値と
引き継ぎ対象となるセッション情報の関係につい
ては，
「(2) グローバルセッション情報として使
用する情報（GSInfoKey-RW，GSInfoKey-R）
」
を参照してください。

グローバルセッション情報の
最大サイズ

GSInfosLengthM
ax

グローバルセッション情報の最大サイズ（文字）
を指定します。
DD には，3 〜 1048576 の整数値で指定します。

グローバルセッション情報を
格納する SFO サーバ

SFOServerName

使用する SFO サーバ名を指定します。
DD には，J2EE サーバ用の usrconf.properties の
webserver.sfo.sfo_servers キーで指定されている
SFO サーバの中から選択して指定します。

グローバルセッションの制御
方法

GSessionControl

グローバルセッション情報の制御方法を指定しま
す。
指定できる値は，
「cookie」，「url-rewriting」また
は「both」です。
このパラメタに指定した値については，大文字と
小文字が区別して扱われます。
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定義する項目

<param-name> タ
グに指定する要素

<param-value> に指定する内容

グローバルセッション ID の
送信に使用する HTTP
Cookie の名称

GIDCookieName

グローバルセッション ID を送信する HTTP
Cookie の名称を指定します。
DD には，16 文字までの文字列で指定します。
使用できる文字は，A 〜 Z，a 〜 z および 0 〜 9
の英数字です。ただし，HTTP Cookie の名称の識
別では，大文字と小文字は区別されません。
また，HTTP セッションのセッション ID が使用
する「JSESSIONID」や J2EE サーバが使用する
サーバ ID と同じ値は指定できません。

グローバルセッション ID の
送信に使用する URL のパス
パラメタ名

GIDURLParamN
ame

グローバルセッション ID の送信に使用する URL
のパスパラメタ名を指定します。
DD には，16 文字までの文字列で指定します。
使用できる文字は，A 〜 Z，a 〜 z および 0 〜 9
の英数字です。URL のパスパラメタの識別では，
大文字と小文字は区別されます。
また，URL のパスパラメタ名には，
「jsessionid」
を指定できません。
「jsessionid」は，HTTP セッ
ションのセッション ID の送信に使用する文字列
です。なお，「jsessionid」の識別では，大文字と
小文字は区別されません。
また，Web アプリケーションで独自の URL のパ
スパラメタを使用している場合は，Web アプリ
ケーションで使用している URL のパスパラメタ
と異なる名称をこのパラメタに，指定してくださ
い。

グローバルセッション情報の
ロック待ちタイムアウト時間

LockTimeout

SFO サーバでのロック待ちタイムアウト時間を秒
単位で指定します。
DD には，1 〜 3600 の整数値を指定します。
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<param-name> タ
グに指定する要素

<param-value> に指定する内容

byte 型配列
であるセッ
ション情報
の引き継ぎ
許可

GSInfoTypeByte
ArrayEnable

byte 型配列のセッション情報を引き継ぎ対象とす
るかどうかを指定します。
true
byte 型配列のセッション情報を引き継ぎ対象
とします。
false
byte 型配列のセッション情報を引き継ぎ対象
としません。byte 型配列を使用した場合は，
グローバルセッション情報の更新時にエラー
となります。
true および false 以外の文字列を指定した場合は，
デフォルト値の false が適用されます。
このパラメタに指定した値について，大文字，小
文字は区別されません。また，このパラメタに指
定した値は，GSInfoTypeSerializableEnable パラ
メタに「true」を指定している場合は無視されま
す。

直列化可能
クラスのオ
ブジェクト
であるセッ
ション情報
の引き継ぎ
許可

GSInfoTypeSeria
lizableEnable

直列化可能クラスのオブジェクトであるセッショ
ン情報を引き継ぎ対象とするかどうかを指定しま
す。
true
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッ
ション情報を引き継ぎ対象とします。
false
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッ
ション情報を引き継ぎ対象としません。
このパラメタに指定した値について，大文字，小
文字は区別されません。

定義する項目

引き継ぎ可
能なセッ
ション情報
のデータ型

注※ 1

キー名称の先頭と最後の空白は省略されます。省略された結果，""（文字列）になったキー

名称は無視されます。
注※ 2

同じキー名称を指定した場合，Web アプリケーションを開始できません。

これらの定義項目は，使用する機能によって設定するかどうかが異なります。使用する
機能ごとの DD の <init-param> タグ内に定義する要素のデフォルト値と設定要否を次の
表に示します。
表 12-12 使用する機能ごとの DD の <init-param> タグ内に定義する要素のデフォルト値
と設定要否
<param-name> タグに指定す
る要素

デフォルト値

使用する機能
セッション
フェイルオー
バ機能の設定
要否

グローバルセッ
ション情報のサイ
ズ見積もり機能の
設定要否

GSInfoKey-RW

なし

任意※ 1

任意※ 1

GSInfoKey-R

なし

任意※ 1

任意※ 1
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<param-name> タグに指定す
る要素

デフォルト値

使用する機能
セッション
フェイルオー
バ機能の設定
要否

グローバルセッ
ション情報のサイ
ズ見積もり機能の
設定要否

GSInfosLengthMax

1024

任意

無効 ※ 2

SFOServerName

webserver.sfo.sfo_servers
キーに指定されている SFO
サーバ数によって異なりま
す。※ 3

任意

無効 ※ 4

GSessionControl

cookie

任意

任意

GIDCookieName

GSESSIONID

任意

任意

GIDURLParamName

gsessionid

任意

任意

LockTimeout

60

任意

無効 ※ 2

GSInfoTypeByteArrayEnabl
e

false

任意

任意

GSInfoTypeSerializableEnab
le

false

任意

任意

（凡例）
任意：省略できることを示します。省略した場合はデフォルトの値が設定されます。
無効：指定しても無効になることを示します。設定した値は使用されません。
注※ 1

GSInfoKey-RW と GSInfoKey-R の両方を省略することはできません。

注※ 2

パラメタに不正な値を指定した場合はエラーとなり，Web アプリケーションは開始できま

せん。
注※ 3

SFO フィルタのサーバ定義名に指定されている SFO サーバ名が一つの場合は，その SFO

サーバ名がデフォルトになります。複数指定されている場合は，先頭に指定されている SFO サーバ
名がデフォルトになります。SFO フィルタのサーバ定義名は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，webserver.sfo.sfo_servers パラメタで指定し
ます。
注※ 4

指定した SFO サーバ名が，簡易構築定義ファイルで指定されている SFO フィルタのサー

バ定義名にない場合もエラーになりません。SFO フィルタのサーバ定義名は，簡易構築定義ファイ
ルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，webserver.sfo.sfo_servers パ
ラメタで指定します。

なお，グローバルセッションの制御方法によって，指定する必要があるパラメタが異な
ります。
グローバルセッションの制御方法と指定が必要なパラメタの対応を次の表に示します。
表 12-13 グローバルセッションの制御方法と指定が必要なパラメタの対応
<param-name> タグに指定する要
（パラメタ）
GSInfoKey-RW

HTTP Cookie によって制御する
場合

URL 書き換えによって制御する
場合

○

○
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<param-name> タグに指定する要
（パラメタ）

HTTP Cookie によって制御する
場合

URL 書き換えによって制御する
場合

GSInfoKey-R

○

○

GSInfosLengthMax

○

○

SFOServerName

○

○

GSessionControl

○

※

◎

GIDCookieName

○

−

GIDURLParamName

−

○

LockTimeout

○

○

GSInfoTypeByteArrayEnable

○

○

GSInfoTypeSerializableEnable

○

○

（凡例）
◎：指定が必要です。省略できません。
○：指定が必要です。省略した場合は，デフォルト値が有効になります。
−：指定は不要です。
注※
デフォルト値は「cookie」です。このため，省略した場合も HTTP Cookie によってグローバル
セッションが制御されます。

注意
• グローバルセッション情報として使用する情報は，一つ以上指定する必要があり
ます。それ以外の値の定義は任意です。デフォルト値がある項目については，省
略するとデフォルト値が使用されます。
• パラメタ値を省略する場合，<init-param> タグごと省略してください。次のよう
にタグを残して値だけを省略した場合，空文字列を指定したと判断されて，エ
ラーになります。
間違った省略方法の例
：
<init-param>
<param-name>GSInfosLengthMax</param-name>
<param-value></param-value>
</init-param>
：
セッションフェイルオーバ機能を使用するための DD の定義内容は，冗長化した J2EE
サーバにデプロイした同一アプリケーションで同じ必要があります。定義内容が不正な
場合，アプリケーション開始処理がエラーになります。メッセージは，KDJE34202-E
のメッセージが出力されます。
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（2） グローバルセッション情報として使用する情報（GSInfoKey-RW，
GSInfoKey-R）
HTTP セッションに登録する情報の中から，グローバルセッション情報として登録する
情報を選択して定義します。HTTP セッションに登録する情報すべてをグローバルセッ
ション情報として引き継ぐ場合は，
「*」を指定します。
グローバルセッション情報は，書き換え可能グローバルセッション情報または読み込み
専用グローバルセッション情報として指定します。HTTP セッションに登録後，変更が
必要なセッション情報は，書き換え可能グローバルセッション情報に指定します。HTTP
セッションに登録後，変更が不要なセッション情報は，読み込み専用グローバルセッ
ションに指定します。グローバルセッション情報については，
「12.2.3 グローバルセッ
ション情報」を参照してください。
書き換え可能グローバルセッション情報の場合は，パラメタの GSInfoKey-RW で指定し
ます。読み込み専用グローバルセッション情報の場合は，GSInfoKey-R で指定します。
GSInfoKey-RW および GSInfoKey-R パラメタに指定した文字列は，
「;」
（半角セミコロ
ン）で分割したあと，それぞれの値の先頭と最後の連続した空白文字※を削除した結果が
キー名称として使用されます。空白文字※を削除した結果が「""」
（空文字列）になった
キー名称は無視されます。GSInfoKey-RW および GSInfoKey-R パラメタに指定した文
字列に有効となるキー名称がない場合は，KDJE34202-E のメッセージが出力され，エ
ラーとなります。
注※

空白文字とは，半角スペース，タブ，LF（ラインフィード（0x0a）
），CR（キャ

リッジリターン（0x0d））または FF（フォームフィード（0x0c）
）のことを指します。
GSInfoKey-RW および GSInfoKey-R パラメタに指定する値と引き継ぎ対象となるセッ
ション情報の関係を次の表に示します。
表 12-14 GSInfoKey-RW および GSInfoKey-R パラメタに指定する値と引き継ぎ対象と
なるセッション情報の関係
項番
1

パラメタに指定する値

「;」（半角セミコロン）で区
切った複数の文字列

指定例

指定例で引き継ぎ対象となるセッション情
報

"user;roll"

"user" および "roll" のキーで登録された
セッション情報

2

キーの前，またはあとに空白
を含んだ文字列

"user △ ; △ roll
△△ ; password"

"user"，"roll"，および "password" のキー
で登録されたセッション情報（空白文字を
削除した結果，キー名称となります）

3

キーの途中に空白を含んだ文
字列

"user;user △ id"

"user" および "user △ id" のキーで登録さ
れたセッション情報

"*"

HTTP セッションに登録されたすべての

4

「*」（半角アスタリスク）だ
け

セッション情報※

839

12.

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ

項番
5

パラメタに指定する値

前，またはあとに空白を含ん
だ「*」（半角アスタリスク）

指定例
" △△ * △△ "

指定例で引き継ぎ対象となるセッション情
報
HTTP セッションに登録されたすべての
セッション情報※（空白文字を削除した結
果，「*」となります）

6

「*」（半角アスタリスク）を
含んだ複数の文字列

"user;*"

"user" および "*" のキーで登録されたセッ
ション情報

7

「*」（半角アスタリスク）以
外のキーが空文字列

"*;"

"*" のキーで登録されたセッション情報

""

エラーとなり，KDJE34202-E のメッセー
ジが出力されます。

8

空文字列

9

「△」だけ

" △△ "

エラーとなり，KDJE34202-E のメッセー
ジが出力されます（空白文字を削除した結
果，空文字列となります）
。

10

「;」（半角セミコロン）だけ

";;"

エラーとなり，KDJE34202-E のメッセー
ジが出力されます（有効となるキー名称が
ありません）
。

11

「△」を「;」（半角セミコロ
ン）で区切った文字列

"; △ ;"

エラーとなり，KDJE34202-E のメッセー
ジが出力されます（空白文字を削除した結
果，有効となるキー名称がありません）
。

（凡例）△：空白文字を示します。
注※

GSInfoKey-RW パラメタで「*」を指定している場合に，GSInfoKey-R パラメタでキーを指

定しているときは，GSInfoKey-R パラメタに指定したキーで登録されたセッション情報は含まれま
せん。また，GSInfoKey-R パラメタで「*」を指定している場合に，GSInfoKey-RW パラメタで
キーを指定しているときは，GSInfoKey-RW パラメタに指定したキーで登録されたセッション情報
は含まれません。

（3） グローバルセッション情報の最大サイズ（GSInfosLengthMax）
SFO サーバに格納するグローバルセッション情報の一つ当たりの最大サイズを指定しま
す。SFO サーバで冗長化できるグローバルセッション情報のサイズは，デフォルトでは
1,024 バイトまでです。冗長化するグローバルセッション情報の文字数がこの値を超える
場合は，定義した内容を変更する必要があります。
また，グローバルセッション情報の最大サイズを小さくすると，SFO サーバで使用する
メモリサイズを少なくできます。実際に格納するグローバルセッション情報の最大サイ
ズを考慮して，適切なサイズを指定してください。
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！

注意事項
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にしている場合，
GSInfosLengthMax パラメタの指定は無視されます。このため，グローバルセッション情
報のサイズ見積もり機能を無効にして運用を開始する前に，KDJE34260-I のメッセージで
出力されたグローバルセッション情報のサイズが，GSInfosLengthMax パラメタで指定し
たサイズを超えていないことを確認してください。

グローバルセッション情報のサイズは，次の式で算出できます。直列化可能クラスのオ
ブジェクトであるセッション情報の引き継ぎを許可しているかどうか
（GSInfoTypeSerializableEnable パラメタの指定）によって，見積もり式が異なります。
（a） 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎを許可していな
い場合
グローバルセッション情報のサイズ＝
（各グローバルセッション情報のキーの文字列長合計）
＋（各 HTTP セッションに登録されたオブジェクトのサイズの最大長合計）
＋（区切り文字数）※ 1
＋（HTTP セッションの有効期間情報の長さ）※ 2

注※ 1
区切り文字数は，2 ×（設定したグローバルセッション情報の数）− 1 で算出できます。これ
は，区切り文字には，グローバルセッション情報間の区切り文字と，各グローバルセッション
情報のキーと値の区切り文字が含まれるためです。
注※ 2
HTTP セッションの有効期間情報の長さは 4 バイトです。

ただし，グローバルセッション情報が java.lang.String クラスの場合，文字列を UTF-8
の文字エンコーディングで URL エンコードして冗長化します（URL エンコードには
java.net.URLEncoder クラスを使用します）。そのため，グローバルセッション情報の文
字列長は，セッション情報の文字列長と異なることがあります。文字種ごとの URL エン
コード後の文字列長を次の表に示します。
表 12-15 文字種ごとの URL エンコード後の文字列長
項番
1

2

文字種
ASCII 文
字

文字列長（バイト）

英数字（0 〜 9 および a 〜 Z）および次に示す特殊文字
• ピリオド（.）
• ハイフン（-）
• アスタリスク（*）
• アンダースコア（_）

1

上記以外の ASCII 文字

3

JIS X 0201 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9
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項番

文字種

文字列長（バイト）

3

JIS X 0208 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9

4

JIS X 0212 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9

5

Windows-31J の拡張文字

9

6

Unicode の補助文字（基本多言語面以外の文字）

12

7

JIS X 0213 の第 3，第 4 水準漢字

9 または 12

このため，グローバルセッション情報のサイズは，セッション情報の文字列を文字種ご
とに URL エンコード後の文字列長に変換してから，それらを合計して見積もる必要があ
ります。
例えば，n 種類のグローバルセッション情報を指定した場合は，グローバルセッション
情報の最大サイズは次の式で算出できます。

グローバルセッション情報のサイズ＝
（グローバルセッション情報 1 のキーの文字列長）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト 1 の最大サイズ）
＋（グローバルセッション情報 2 のキーの文字列長）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト 2 の最大サイズ）
：
＋（グローバルセッション情報 n のキーの文字列長）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト n の最大サイズ）
＋（2 × n-1）
＋4

参考
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，HTTP セッションに含まれ
るセッション情報ごとのバイト数が出力できます。出力されたサイズ情報を参考にして，グ
ローバルセッション情報の最大サイズに適切な値を設定してください。グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積もり機能については，
「12.2.10

グローバルセッション情報のサイズの

見積もり」を参照してください。

（b） 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎを許可している
場合
グローバルセッション情報のサイズ＝
（各グローバルセッション情報のキーのシリアライズ後のバイト数合計）
＋（各 HTTP セッションに登録されたオブジェクトのシリアライズ後のバイト数合計）
＋（HTTP セッションの有効期間情報の長さ）※

注
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シリアライズは，一つの HTTP セッションに対して，一つの java.io.ObjectOutputStream の
オブジェクトを使用して実施します。
注※
HTTP セッションの有効期間情報の長さは 4 バイトです。

例えば，n 種類のグローバルセッション情報を設定した場合は，グローバルセッション
情報の最大サイズは次の式で算出できます。

グローバルセッション情報のサイズ＝
（グローバルセッション情報 1 のキーのシリアライズ後のバイト数）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト 1 のシリアライズ後のバイト数）
＋（グローバルセッション情報 2 のキーのシリアライズ後のバイト数）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト 2 のシリアライズ後のバイト数）
：
＋（グローバルセッション情報 n のキーのシリアライズ後のバイト数）
＋（HTTP セッションに登録されたオブジェクト n のシリアライズ後のバイト数）
＋4

注
シリアライズは，一つの HTTP セッションに対して，一つの java.io.ObjectOutputStream の
オブジェクトを使用して実施します。

参考
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，各情報のシリアライズ後の
バイト数が出力できます。出力されたサイズ情報を参考にして，グローバルセッション情報
の最大サイズに適切な値を設定してください。グローバルセッション情報のサイズ見積もり
機能については，「12.2.10 グローバルセッション情報のサイズの見積もり」を参照してく
ださい。

（4） グローバルセッション情報を格納する SFO サーバ
（SFOServerName）
グローバルセッション情報を格納する SFO サーバのサーバ名を指定します。サーバ名
は，J2EE サーバの usrconf.properties の webserver.sfo.sfo_servers キーに指定した
SFO サーバ名から選択します。
usrconf.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を

参照してください。

（5） グローバルセッションの制御方法（GSessionControl）
グローバルセッションの制御方法を指定します。指定した値に応じて，Web クライアン
トに対するグローバルセッション ID の送信方法，および Web クライアントからのグ
ローバルセッション ID の受信方法が決まります。
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指定できる値と意味を次の表に示します。
表 12-16 GSessionControl の指定値の意味
指定値

意味

cookie

グローバルセッションの制御に HTTP Cookie を使用します。

url-rewriting

グローバルセッションの制御に URL 書き換えを使用します。

both

グローバルセッションの制御に HTTP Cookie および URL 書き換えの両方を使
用します。
Web クライアントが HTTP Cookie をサポートしているかどうかを判別して，必
要に応じて HTTP Cookie による制御と URL 書き換えによる制御を切り替えま
す。

また，GSessionControl に指定した値によって，次の制御が変わります。
• Web クライアントから J2EE サーバに送信されるグローバルセッション ID の扱われ
方
• J2EE サーバから Web クライアントへのレスポンスの設定内容
GSessionControl に指定する値とグローバルセッションの制御方法の関係を，次の表に
示します。
表 12-17 GSessionControl に指定する値とグローバルセッションの制御方法の関係
GSessionControl
に指定する値

Web クライアントから J2EE サーバに
送信されるリクエストに含まれるグ
ローバルセッション ID

J2EE サーバから Web クライアントに
送信されるレスポンスの内容

HTTP Cookie に
含まれるグローバ
ルセッション ID

URL のパスパラ
メタに含まれるグ
ローバルセッショ
ン ID

グローバルセッ
ション生成時に
HTTP Cookie を
付加するかどうか

ServletAPI による
URL 書き換えが
有効になるかどう
か

cookie

有効

無効

付加する

無効

url-rewriting

無効

付加しない

有効

付加する

有効※ 2

both

有効

有効
※1

有効

※1

注※ 1
クライアントから送信されたリクエストが，HTTP Cookie および URL のパスパラメタの両方
にグローバルセッション ID を含んでいる場合は，HTTP Cookie で送信されたグローバルセッ
ション ID が有効になります。
注※ 2
Web クライアントが HTTP Cookie をサポートしている場合は，URL 書き換えは実行しませ
ん。

HTTP Cookie または URL 書き換えを使用したグローバルセッションの制御については，
「12.3
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えによるグローバルセッションの制御」を参照してください。

（6） グローバルセッション ID の送信に使用する HTTP Cookie の名称
（GIDCookieName）
グローバルセッション ID を Web ブラウザなどのクライアントに通知するときに使用す
る HTTP Cookie の名称を指定します。なお，グローバルセッション ID とは，グローバ
ルセッション情報の識別に使用される情報です。

（7） グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名
（GIDURLParamName）
グローバルセッション ID を Web ブラウザなどのクライアントに通知するときに使用す
る URL のパスパラメタ名を指定します。
GSessionControl パラメタに「cookie」を指定した場合，このパラメタに設定した値は無
効になります。なお，GSessionControl パラメタに「cookie」を指定した場合，
GIDURLParamName パラメタに設定した値はチェックされません。このため，このパ
ラメタに不正な値を設定した場合も，検出はされません。

！

注意事項
Web アプリケーション内で使用する URL のパスパラメタと同じ名称を，このパラメタで指
定しないでください。指定した場合，セッションフェイルオーバ機能が正しく動作しませ
ん。

URL 書き換えを使用したグローバルセッションの制御については，「12.4

URL 書き換

えによるグローバルセッションの制御」を参照してください。

（8） グローバルセッション情報のロック待ちタイムアウト時間
（LockTimeout）
すでにロックされた状態のセッションに対して，別の J2EE サーバからロック要求が
あった場合に，ロック待ちがタイムアウトになるまでの時間を指定します。
J2EE サーバから SFO サーバに対してグローバルセッション情報のロック取得要求をし
たあとに，J2EE サーバに障害が発生して停止した場合，SFO サーバ上のグローバル
セッション情報がロックされたままの状態になってしまうおそれがあります。グローバ
ルセッション情報のロック待ちタイムアウト時間は，このような場合に，J2EE サーバに
障害が発生したと判断するために使用されます。
また，次のような場合にロックされたままの状態になったときにも，このタイムアウト
時間が有効になります。これらの状態は，負荷分散機を使用している環境で発生するこ
とがあります。
● ページにフレームを使用している場合など，同じセッションを使用するリクエストが
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同時に送信され，それぞれのリクエストが負荷分散機のスケジュール機能によって異
なる J2EE サーバに分散されて転送されたとき
● ユーザの操作によってリクエストが二重に送信された場合など，リクエストを送信し
て応答が返されるよりも前に次のリクエストを送信したときに，それぞれのリクエス
トが負荷分散機のスケジュール機能によって異なる J2EE サーバに分散されて転送さ
れたとき
フレームを使用するアプリケーションの場合は，リクエスト処理が終わるまでのロック
待ち時間も考慮して，タイムアウト時間を定義してください。

（9） 引き継ぎ可能なセッション情報のデータ型
（GSInfoTypeByteArrayEnable，GSInfoTypeSerializableEnable）
引き継ぎ可能なセッション情報のデータ型には，java.lang.String クラスのオブジェク
ト，byte 型配列，および直列化可能クラスのオブジェクトがあります。
データ型が byte 型配列，または直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報
を引き継ぎ対象とする場合には，次の設定を有効にします。
• byte 型配列であるセッション情報の引き継ぎ許可
• 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ許可
これらの設定を無効にした場合は，java.lang.String クラスのオブジェクトだけが引き継
ぎ可能なセッション情報となります。
（a） byte 型配列であるセッション情報の引き継ぎ許可
byte 型配列のセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうかを
GSInfoTypeByteArrayEnable パラメタに指定します。「true」を指定した場合は，
java.lang.String クラスのオブジェクトに加え，byte 型配列のセッション情報も引き継
ぎ対象となります。
「false」を指定した場合は，byte 型配列のセッション情報は引き継ぎ対象外となります。
引き継ぎ対象外のオブジェクトが登録された場合の扱いについては，「12.2.3(3) 引き継
ぎ対象外のオブジェクトの扱い」を参照してください。
（b） 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ許可
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうか
を GSInfoTypeSerializableEnable パラメタに指定します。
「true」を指定した場合は，
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報が引き継ぎ対象となります。こ
の場合，java.lang.String クラスのオブジェクト，および byte 型配列のセッション情報
も区別なく，直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報としてシリアライ
ズして，グローバルセッション情報を作成します。
「false」を指定した場合は，直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報は引
き継ぎ対象外となります。引き継ぎ対象外のオブジェクトが登録された場合の扱いにつ
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いては，「12.2.3(3) 引き継ぎ対象外のオブジェクトの扱い」を参照してください。
（c） 引き継ぎ可能なセッション情報のデータ型を指定する場合の注意事項
GSInfoTypeByteArrayEnable パラメタと GSInfoTypeSerializableEnable パラメタの指
定値によって，引き継ぎ対象となるデータ型が異なります。各パラメタに指定する値と
引き継ぎ対象となるデータ型の関係を次の表に示します。
表 12-18 GSInfoTypeByteArrayEnable および GSInfoTypeSerializableEnable パラメタ
に指定する値と引き継ぎ対象となるデータ型の関係
GSInfoTypeByteArrayEnable

GSInfoTypeSerializableEnable パ

GSInfoTypeSerializableEnable パ

パラメタ※ 1 に指定する値

ラメタ※ 2 に「true」を指定

ラメタ※ 2 に「false」を指定

true

直列化可能クラスのオブジェク
ト

java.lang.String クラスのオブ
ジェクトまたは byte 型配列

false

直列化可能クラスのオブジェク
ト

java.lang.String クラスのオブ
ジェクト

注※ 1

byte 型配列のセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうかを指定するパラメタです。

注※ 2

直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうかを指

定するパラメタです。

なお，引き継ぎ対象外のオブジェクトが登録された場合の扱いについては，
「12.2.3(3)
引き継ぎ対象外のオブジェクトの扱い」を参照してください。

（10）DD の定義例（HTTP Cookie による制御の場合）
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合の DD の定義例を示します。この例は，
HTTP Cookie によってグローバルセッションを制御し，byte 型配列のセッション情報を
引き継ぐ場合の例です。
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：
<!--The filter for Session Fail Over -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-RW</param-name>
<param-value>page</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-R</param-name>
<param-value>userId;roll</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfosLengthMax</param-name>
<param-value>44</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>SFOServerName</param-name>
<param-value>sfo_server1</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSessionControl</param-name>
<param-value>cookie</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDCookieName</param-name>
<param-value>SFOSESSIONID</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>LockTimeout</param-name>
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoTypeByteArrayEnable</param-name>
<param-value>true</param-value>
</init-param>
</filter>
<!-- Specify the filter tags here. -->
<filter>
<filter-name>UserFilter</filter-name>
<filter-class>filter.UserFilter</filter-class>
</filter>
<!-- The filter mappings for the Session Fail Over-->
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<!-- Specify the filter-mapping tags here. -->
<filter-mapping>
<filter-name>UserFilter</filter-name>
<url-pattern>/servlet/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
</web-app>

この例で定義される内容は，次のとおりです。
• 書き換え可能グローバルセッション情報として，
「page」の値を格納します。
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• 読み込み専用グローバルセッション情報として，「userId」および「roll」の 2 種類の
値を格納します。
• グローバルセッション情報の最大サイズとして，49 を設定します。
最大サイズは，次の式で算出します。ここでは，page（4 文字）の値は 1 〜 2 文字の
ASCII 文字列，userId（6 文字）の値は 1 〜 12 バイトの byte 型配列，roll（4 文字）
の値は 1 〜 7 文字の ASCII 文字列とします。
（4 ＋ 6 ＋ 4）+（2 ＋ 7 ＋（12 ＋ 5）
）＋（2 × 3-1）＋ 4 ＝ 49
• 使用する SFO サーバの名称は，sfo_server1 とします。
• グローバルセッション ID のキー名称は，SFOSESSIONID とします。
• SFO サーバでのロック待ちタイムアウト時間は，180 秒とします。
• byte 型配列のセッション情報を引き継ぎます。

（11）DD の定義例（URL 書き換えによる制御の場合）
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合の DD の定義例を示します。この例は，
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の例です。
なお，ここでは，URL 書き換えによる制御の場合に HTTP Cookie による制御と異なる
設定だけについて示します。これ以外の項目については，
「(10)

DD の定義例（HTTP

Cookie による制御の場合）
」を参照してください。
：
<!--The filter for Session Fail Over -->
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</
filter-class>
：
<init-param>
<param-name>GSessionControl</param-name>
<param-value>url-rewriting</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDURLParamName</param-name>
<param-value>sfogid</param-value>
</init-param>
：
</filter>

この例では，グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名は，
「sfogid」としています。

（12）DD の定義例（制御方法に both を指定する場合）
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合の DD の定義例を示します。この例は，
制御方法として GSessionControl に「both」を指定する場合の例です。both は，Web ク
ライアントが HTTP Cookie をサポートしているかどうかを判別して，必要に応じて
HTTP Cookie による制御と URL 書き換えによる制御を切り替える方法です。
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なお，ここでは，both を指定する場合に HTTP Cookie による制御と異なる設定だけに
ついて示します。これ以外の項目については，「(10)

DD の定義例（HTTP Cookie によ

る制御の場合）」を参照してください。
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</
filter-class>
：
<init-param>
<param-name>GSessionControl</param-name>
<param-value>both</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDCookieName</param-name>
<param-value>SFOSESSIONID</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDURLParamName</param-name>
<param-value>sfogid</param-value>
</init-param>
：
</filter>

この例では，グローバルセッション ID の送信に使用する HTTP Cookie の名称は
「SFOSESSIONID」としています。また，グローバルセッション ID の送信に使用する
URL のパスパラメタ名は，「sfogid」としています。
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12.8 障害検知の方法
セッションフェイルオーバ機能を使用している場合に，Web サーバ，J2EE サーバ，お
よび SFO サーバで発生した障害は，次に示す二つの方法で検知できます。
● Management Server の稼働状況監視による障害検知
Management Server の稼働状況監視を使用して，Web サーバ，J2EE サーバ，およ
び SFO サーバの稼働状況を監視できます。稼働状況の監視については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
● 負荷分散機のヘルスチェック機能による障害検知
負荷分散機の機能を使用して，システム内の J2EE サーバに対してヘルスチェックを
実施できます。ヘルスチェックで，J2EE サーバに問題を検知した場合，該当する
J2EE サーバにリクエストを転送している Web サーバへの負荷分散を中止します。
また，J2EE サーバへのチェックの際に Web サーバを経由するため，Web サーバでの
障害検知もできます。
SFO サーバで発生した障害については，SFO サーバおよび J2EE サーバが出力した
メッセージログを基に，障害検知を実施します。
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この章では，Cosminexus システムのユーザを統合管理するた
めの統合ユーザ管理フレームワークについて説明します。統合
ユーザ管理フレームワークとは，Java の標準ユーザ認証
（JAAS）によるアプリケーションユーザ管理および複数のアプ
リケーションへのシングルサインオンを実現するフレームワー
クです。
なお，この章で説明する機能は，J2EE サーバの動作モードに
は依存しないで使用できます。

13.1 統合ユーザ管理の概要
13.2 Cosminexus 標準ログインモジュールによるユーザ認証の仕組み
13.3 統合ユーザ管理のセッション管理
13.4 シングルサインオンの利用方法
13.5 カスタムログインモジュールの利用
13.6 統合ユーザ管理フレームワークが提供する API の概要
13.7 統合ユーザ管理フレームワークによるユーザ認証の実装の概要
13.8 API を使用したユーザ認証の実装
13.9 タグライブラリを使用したユーザ認証の実装
13.10 セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証の実装
13.11 カスタムログインモジュールの実装
13.12 統合ユーザ管理の運用
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13.1 統合ユーザ管理の概要
統合ユーザ管理は，Cosminexus システムにログインするユーザについての情報を統合
管理する機能です。
統合ユーザ管理を実現するために，Cosminexus では次の機能を提供しています。
● 統合ユーザ管理フレームワーク
統合ユーザ管理でのユーザ認証を実現するフレームワークです。Java 標準仕様
（JAAS）に従ったアプリケーションプログラムインタフェースを提供します。

13.1.1

統合ユーザ管理の目的

従来，企業内にある各種の業務システムでは，業務の要件によってそれぞれ独自の方法
でそのシステムのユーザを管理しています。例えば，勤休管理のシステムでは，社員
データベースに登録された社員個人をシステムのユーザとして区別します。また，資材
の発注システムでは，原価管理のための各部署をシステムのユーザとして区別します。
最近はイントラネット技術の発展によって，システムごとのクライアントプログラムを
インストールしなくても，Web ブラウザを使ってこれらの業務サービスを受けられるよ
うになってきています。しかし，社内メールサービスを利用するにはメールの ID で，勤
休管理サービスでは社員番号で，また資材発注サービスは部署コードでログインをする
といったように，それぞれのシステムのユーザ管理に従ったユーザ認証のための操作が
必要で，簡単にそれらのシステムのサービスを統合した新たなサービスを提供すること
は困難でした。
統合ユーザ管理フレームワークは，J2EE 技術でこれらのサービスを統合するためのユー
ザ管理のフレームワークです。統合ユーザ管理フレームワークの例を次の図に示します。
図 13-1
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レルムを使用したユーザ管理とユーザマッピング

ここでは，統合ユーザ管理で使用する概念である，レルムとユーザマッピングについて
説明します。

（1） レルム（Realm）
レルムとは，同一の認証ポリシーを適用する範囲のことです。業務サービスを提供する
アプリケーションは，提供するサービスの要件に従って，そのサービスを利用するユー
ザを区別します。ユーザを区別するための処理は，一般に認証処理と呼ばれます。認証
処理は，サービスを利用するユーザを区別するための認証メカニズムと，そのための
ユーザ認証データベース（ユーザ認証リポジトリ）によって分類できます。どのような
認証メカニズム（群）を利用し，どのようなユーザをユーザ認証データベースに登録す
るかといった認証ポリシーを決定するのは，システムを管理するシステム管理者の仕事
です。
単一のサービスを提供するシステムを構築する場合にはあまり問題になりませんが，多
数のサービスを提供するシステムを構築する場合，どの範囲でどのような認証ポリシー
を適用してシステムを運用するかという検討が必要です。Web システムでは，同一の認
証ポリシーを適用する範囲をレルムと呼び，それぞれのレルムを識別する名称のことを
レルム名と呼びます。あるレルムで認証されたユーザは，該当レルム内でそのユーザを
一意に識別する識別子（ユーザ ID）を持っています。
同じユーザ管理要件を持つ複数のアプリケーションは，一つのレルムで運用できます。
新たにすべてのサービスを構築する場合，すべてのサービスを一つのレルムにして，認
証されたユーザの持つセキュリティ属性によって各種のサービスに対してコントロール
するようにできれば管理しやすいのですが，現実にはなかなかそのようなシステムの構
築はされません。社内メールではメールの ID，人事システムでは従業員番号，資材シス
テムには部署コードでログインするといったように，企業システムにはすでに多くのレ
ルムがあり，これらは別々に管理運用されています。
管理者は，Cosminexus を使用してこれらのサービスの統合をする場合，何のためにそ
のレルムが必要なのか分析し，運用管理を簡単にするためにできるだけ少ないレルムで
運用できるように，レルムの統廃合を検討してください。レルムの運用例を次の図に示
します。
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図 13-2

レルムの運用例

（2） レルム間のユーザマッピング
業務サービスを提供するアプリケーションは，ユーザの情報が必要になると，まずエン
ドユーザにユーザ ID とパスワードの入力を求め，それを基にユーザを認証します。一度
受けた認証の結果は，ログアウトするまで保持されます。ただし，ユーザ ID およびパス
ワードが異なるアプリケーションに続けてログインしようとすると，そのたびにアプリ
ケーションからユーザ ID とパスワードの入力を求められます。つまり，一度一つのアプ
リケーションで認証を受けたユーザであっても，異なるレルムで管理されているアプリ
ケーションにアクセスするためには，そのつど認証を受ける必要があります。
これに対して，あるレルムでログインしたユーザが，ほかのレルムでどのユーザとして
扱われるのかが分かれば，レルムが異なる J2EE アプリケーションにログインするたび
にユーザ ID とパスワードを入力する必要はなくなります。統合ユーザ管理フレームワー
クでは，この問題を解決するために，あるレルムでログインしたユーザをほかのレルム
のユーザにマッピングするユーザマッピングを実現します。
ユーザマッピングとは，元のレルムでの認証が成功したという認証状態が引き継がれて
いれば，自動的にほかのレルムにマッピングしてユーザ認証をするものです。ユーザ
マッピングをする場合，Cosminexus のシステム管理者が，あるレルムのユーザとほか
のレルムのユーザとのマッピング情報をあらかじめシステムに定義しておきます。
次の図に示すようなユーザマッピングの例では，勤休管理サービスで認証されたユーザ
「USER3」に対して，資材発注サービスのユーザ「dev_3」のマッピングを定義しておき
ます。これによって，勤休管理サービスに「USER3」として認証されたユーザは，資材
発注サービスへのログイン操作をしなくても自動的に該当サービスに対して「dev_3」と
して認証されます。
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ユーザマッピングの例

Java 標準仕様（JAAS）に準拠したユーザ認証の概
要

今までの業務システムの Web 化では，従来の業務システムが持っていたユーザ認証機構
を Web のサービスから独自のインタフェースで呼び出していました。また，最初から
J2EE 技術で構築される Web 業務サービスも，各社のアプリケーションサーバが提供す
る独自のユーザ認証機構を使って構築されてきました。これらのインタフェースの違い
は，サービスを統合する場合の大きな障害になっていました。しかし，Java の標準ユー
ザ認証の仕様として JAAS（Java Authentication and Authorization Service）1.0 が決
まり，現在では J2EE 技術で構築される Web 業務サービスのユーザ認証の標準となって
います。

（1） 統合ユーザ管理フレームワークと個別のユーザ管理の関連
JAAS では，アプリケーションが認証を要求する側のインタフェース（API：アプリケー
ションプログラミングインタフェース）と，その要求を受け認証処理をする側のインタ
フェース（SPI：サービスプロバイダインタフェース）を規定しています。認証処理をす
る側のモジュールをログインモジュールといいます。API と SPI の関係を次の図に示し
ます。
図 13-4

API と SPI の関係

Cosminexus では，標準でパスワード認証の機能を持つ Cosminexus 標準ログインモ
ジュールを提供しています。この Cosminexus 標準ログインモジュールを利用して，
JAAS の API を使用する JSP/ サーブレットで作成された J2EE アプリケーションの
ユーザ管理ができます。
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Cosminexus 標準ログインモジュールを使用すれば，アプリケーション開発者は，独自
に認証モジュールを開発する必要はありません。また，モジュールはスタック可能なの
で，Cosminexus 標準ログインモジュールと連携する拡張認証モジュールを容易に追加
できます。さらに，完全に独自認証機能を必要とするアプリケーションでは，容易に
Cosminexus 標準ログインモジュールを独自認証モジュールに置き換えて使用できます。
これによって，JAAS を使用してユーザ認証をしているアプリケーションプログラムを
簡単に Cosminexus で統合できるようになります。
これを，JAAS 対応ユーザ管理と呼びます。JAAS 対応ユーザ管理の概要を次の図に示し
ます。なお，図中のユーザ情報リポジトリとは，認証処理に必要なユーザ情報が格納さ
れているリポジトリです。
図 13-5

JAAS 対応ユーザ管理の概要

統合ユーザ管理フレームワークに従って，JAAS 対応ユーザ管理を使用すると，ある業
務サービスで認証されたユーザを，別の業務サービスのユーザにマッピングして認証要
求する，ユーザマッピングの機能を利用できます。また，独自のユーザ情報リポジトリ
を利用する場合でも，カスタムログインモジュールを作成すれば，その業務サービスも
含めたシングルサインオンが実現できます。ユーザマッピングによるシングルサインオ
ンの概要を次の図に示します。なお，図中のシングルサインオン情報リポジトリとは，
シングルサインオンに必要なマッピング情報が格納されているリポジトリです。
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ユーザマッピング機能の概要

（2） Cosminexus 標準ログインモジュールの概要
Cosminexus 標準ログインモジュールは，パッケージ javax.security.auth.spi に含まれる
LoginModule インタフェースの実装クラスです。実現する認証方法に応じて使い分けら
れます。
Cosminexus 標準ログインモジュールの特徴を次に示します。
既存のユーザ情報（LDAP 情報またはデータベース情報）を利用したユーザ認証ができ
ます。
Cosminexus 標準ログインモジュールでは，ユーザ認証に使用するユーザ情報を格
納するリポジトリとして LDAP ディレクトリサーバまたはデータベース（RDB）を
使用できます。
LDAP ディレクトリサーバを使用する場合，標準のユーザ管理リポジトリの DIT
（Directory Information Tree）の構造を Cosminexus が規定しています。また，す
でに LDAP を導入しているときには，その情報を利用できるように簡単にカスタマ
イズできます。なお，DIT とは，ユーザや組織の情報をツリー構造で管理するため
の LDAP の仕組みです。詳細については，
「13.1.4 統合ユーザ管理で使用するユー
ザ情報の管理方法」を参照してください。
認証方式としては，証明書を使用した認証やパスワード認証ができます。認証方式
は，Cosminexus 標準ログインモジュールの種類によって異なります。
ユーザ情報を参照できます。
ユーザ認証が成功した場合に，ログインユーザについての情報を参照できます。
JAAS では，認証が成功すると認証したユーザの情報を Credential として Subject
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に設定することが規定されています。また，これを要求元のアプリケーションから
java.util.set インタフェースで参照するための一般的なメソッド
（getPublicCredentials メソッドおよび getPrivateCredentials メソッド）が規定さ
れています。
Cosminexus 標準ログインモジュールでは，ユーザ情報を参照するためのインタ
フェースを提供しています。このインタフェースでは，コンフィグレーションに
従って，ユーザの情報を Cosminexus が提供する UserAttributes インタフェースで
扱うオブジェクトとして，Credential に設定します。アプリケーションでは標準の
インタフェースでこのオブジェクトを取り出し，該当オブジェクトの getAttribute
メソッドに属性名を指定して呼び出すことで，必要なユーザ情報を取得できます。
また，属性名の別名（エイリアス）を指定して，情報を取得することもできます。
シングルサインオンを実現できます。
Cosminexus 標準ログインモジュールは，シングルサインオンに対応できます。
なお，シングルサインオンを実現する場合，ユーザ情報を管理しているリポジトリ
の種類と関係なく，LDAP ディレクトリサーバが必要です。

13.1.4

統合ユーザ管理で使用するユーザ情報の管理方法

ここでは，統合ユーザ管理で使用するユーザ情報の管理方法について説明します。
統合ユーザ管理では，ユーザ情報を格納するリポジトリとして，LDAP，またはデータ
ベースを使用します。LDAP ディレクトリサーバでは，ユーザや組織の情報は，DIT で
管理されます。統合ユーザ管理フレームワークで使用する LDAP ディレクトリサーバで
は，ユーザおよびレルムを DIT のエントリとして管理します。エントリは，DIT を構成
する情報で，DIT の各節に該当する情報です。個々のエントリは，DN（識別名）で区別
されます。
Cosminexus では，統合ユーザ管理フレームワークで使用する LDAP ディレクトリサー
バに格納する標準のユーザ管理リポジトリの DIT 構造を規定しています。統合ユーザ管
理フレームワークで使用するリポジトリは，2 種類あります。
• ユーザ情報リポジトリ
ユーザ情報を格納します。
• シングルサインオン情報リポジトリ
統合ユーザ管理フレームワークのユーザマッピングを実行して，シングルサインオン
でユーザ認証するための各システムの認証情報とマッピング情報を格納します。
これらのリポジトリは，次の図に示すようなディレクトリ構造を持ちます。
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統合ユーザ管理フレームワークのリポジトリの DIT 構造

各リポジトリについて説明します。

（1） ユーザ情報リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバの場合）
ユーザ認証で使用するユーザ情報は，ユーザ情報リポジトリに格納します。統合ユーザ
管理フレームワークは，LDAP ディレクトリサーバのユーザ情報リポジトリに格納され
たユーザ情報を基にユーザを認証して，認証したユーザの情報をアプリケーションに渡
します。ユーザ情報リポジトリのユーザ情報の参照には，ユーザ認証ライブラリを使用
します。ユーザ情報リポジトリの DIT 構造を次の図に示します。
図 13-8

ユーザ情報リポジトリの DIT 構造

管理するレルムごとにユーザ情報リポジトリを設定してください。
（a） レルム
JAAS 対応ユーザ管理のレルム名を指定します。レルム名は次の表に示す基準に従って
指定してください。
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表 13-1

レルム名の基準

情報の種類
レルム名

注

意味

文法

ユーザ管理の範囲を示す識別子。

英数字列。
大文字と小文字を区別しません。
DN 名で使用できる名前を付けてくださ
い。

英数字列は，英字（A 〜 Z，a 〜 z）と数字（0 〜 9）の文字の並びを意味します。ASCII 文字

列で指定してください（文法については，プログラムではチェックしていません）。

（b） アプリケーション固有情報
該当レルムを使用する各アプリケーション固有の情報を格納する場合に使用してくださ
い。統合ユーザ管理フレームワークを使用する場合に必須な情報はありません。
（c） ユーザ認証ライブラリのベース DN
レルムに属するユーザエントリの上位エントリです。レルムに属する各ユーザのエント
リは，このエントリの下階層にある必要があります。なお，ユーザエントリがこのエン
トリの直下にない場合は，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）
の com.cosminexus.admin.auth.ldap.search.scope オプションを変更する必要がありま
す。また，このエントリで指定した情報は jaas.conf（JAAS のコンフィグレーション
ファイル）に指定する必要があります。各コンフィグレーションファイルについては，
マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
（d） ユーザエントリ
ユーザ情報を定義します。ユーザ認証ライブラリでは，ユーザ情報として次の表に示す
属性が必要です。
表 13-2

ユーザ情報に必要な属性

属性名
ユーザ ID

パスワード

そのほかの属性

説明
ユーザ ID を格納します。属性は，文字列（cis など）である必要
があります。デフォルトでは，「uid」属性名を使用します。
パスワードを格納します。属性はバイナリです。平文または暗号
化した値を格納します。この属性に値が指定されていない場合
は，アカウントが無効になります。デフォルトでは，
「userPassword」属性名を使用します。
各アプリケーションが定義している属性です。

必須
必須

オプション

各アプリケー
ションの仕様に
従ってくださ
い。

ユーザ ID およびパスワードの属性名は，jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファ
イル）で変更できます。
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（e） 注意事項
ユーザ情報リポジトリのディレクトリ構成は，JAAS 対応ユーザ管理で推奨する DIT 構
成です。別の構成で管理する場合は「ユーザ認証ライブラリのベース DN」以下の次の条
件を満たすユーザのエントリが必要です。
● ユーザ ID とパスワードは，同一オブジェクトクラス内にある必要があります。
● パスワードの属性はバイナリである必要があります。また，暗号化した値が格納され
ていることを推奨します。平文で格納されている場合は，一度 ldif 形式のファイルに
出力してから convpw コマンドで暗号化して，再登録してください。convpw コマン
ドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参

照してください。
● ユーザ ID およびパスワードは，同じ属性名を使用してマルチバリューで指定できま
すが，Cosminexus システムの運用上，一つのオブジェクトクラス内に一つだけ指定
してください。もし，複数指定した場合は，最初に見つかったものを使用します。
● ユーザ ID として使用する属性のユーザ ID は，レルム内（ユーザ情報リポジトリの
ベース DN 下）で一意な値にしてください。
なお，ユーザ情報リポジトリのベース DN，使用するユーザ ID およびパスワードの属性
名については，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）で指定しま
す。ua.conf については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照し

てください。

（2） ユーザ情報リポジトリ（データベースの場合）
統合ユーザ管理フレームワークは，データベースに格納されたユーザ情報を基にユーザ
を認証できます。データベースでは，ユーザ ID からパスワードを取得できるようにして
ください。

（3） シングルサインオン情報リポジトリ
シングルサインオンでユーザ認証するための各システムの認証情報とマッピング情報は，
シングルサインオン情報リポジトリに格納します。統合ユーザ管理フレームワークは，
LDAP ディレクトリサーバのシングルサインオン情報リポジトリに格納されたユーザ情
報を基にユーザマッピングをして，シングルサインオンを実現します。シングルサイン
オン情報リポジトリのユーザ情報は，シングルサインオンライブラリを使用して参照し
ます。シングルサインオン情報リポジトリの DIT 構造を次の図に示します。
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図 13-9

シングルサインオン情報リポジトリの DIT 構造

（a） シングルサインオン情報リポジトリのベース DN
シングルサインオンを使用するために必要な情報を管理する DIT の，最上位のエントリ
です。このエントリは，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）で
指定します。ua.conf については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」

を参照してください。なお，ここで指定する名称は，大文字と小文字が区別されません。
この値は，標準のオブジェクトクラスである「organizationalUnit」の ou 属性に設定さ
れます。
（b） レルム
ユーザ情報はレルムごとに管理されます。シングルサインオン情報リポジトリのレルム
名では，大文字と小文字は区別されません。この値は，標準のオブジェクトクラスであ
る「organizationalUnit」の ou 属性に設定されます。
（c） ユーザエントリ
シングルサインオンで接続したいアプリケーションで，ユーザ管理に使用しているユー
ザの認証情報および接続先を格納するためのエントリです。ユーザエントリの構造を次
の図に示します。
図 13-10 ユーザエントリの構造

管理用識別子
シングルサインオンライブラリで登録した際に自動的に設定される識別子です。
ユーザ ID
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各レルムで一意なユーザ ID を文字列で指定します。ユーザ ID では，大文字と小文
字は区別されます。
暗号化したデータ
登録する際に暗号化が必要なデータを格納します。例えば，パスワードは，この属
性に格納することで，暗号化されて保存されます。
暗号化しないデータ
登録する際に暗号化する必要がない，ユーザ ID および暗号化データ以外に認証に必
要な情報を格納します。例えば，ユーザに付くグループ ID を保存します。
ユーザ管理を持つアプリケーションのユーザエントリの DN 名
ここには，ユーザが接続する，ユーザ管理を持つアプリケーションのユーザ認証情
報の格納先（DN 名）が格納されます。この値は，複数指定できます。

13.1.5

ユーザ認証の有効期間と認証状態の引き継ぎ

JAAS でのユーザ認証の有効期限は，login メソッドの成功から logout メソッドを呼び出
すまでです。
J2EE の Web アプリケーションでは，ユーザとの仮想的なセッションを HttpSession オ
ブジェクトでコントロールします。複数の HTTP プロトコルの通信を一連のセッション
として扱う場合は，Web アプリケーションで Cookie または URL 書き換えなどで
HttpSession オブジェクトと要求ユーザの結び付けをするようにコーディングします。
統合ユーザ管理フレームワークでは，ユーザ認証に成功した状態を HttpSession オブ
ジェクトで記憶しています。同一 HttpSession オブジェクトを利用した要求で，かつ同
一レルムの場合に限り，2 回目以降のログインでは，自動的に最初のログインで指定され
たユーザの認証情報（ユーザ ID ／パスワード）を使用して認証状態の引き継ぎをするた
め，エンドユーザからの認証情報の入力を省略できます。
ただし，次の表に示す順序でログインモジュールが使用された場合，エンドユーザから
認証情報の入力を省略する機能は働きません。それぞれのログインモジュールの機能に
ついては，「13.2 Cosminexus 標準ログインモジュールによるユーザ認証の仕組み」を
参照してください。
表 13-3

エンドユーザから認証情報の入力を省略する機能が働かない使用順序

使用順序

使用するログインモジュール

1 回目のログイン

• DelegationLoginModule（カスタムログインモジュールや
WebCertificateLoginModule を呼び出す場合）
• WebCertificateLoginModule
• WebSSOLoginModule（カスタムログインモジュールや
WebCertificateLoginModule を呼び出す場合）

2 回目以降のログイン

• WebPasswordLDAPLoginModule

865

13.

統合ユーザ管理

また，次の表に示す順序でログインモジュールを使用する場合，
WebPasswordLDAPLoginModule による 2 回目以降のログインで認証情報の入力を省略
するためには，最初のログインで使用するログインモジュールでパスワードを統合ユー
ザ管理のセッションに保持する必要があります。さらに，
WebPasswordLDAPLoginModule での 2 回目以降のログインに使用するパスワードが最
初のログインで保持したパスワードと同じでなければなりません。パスワードを保持す
るかどうか，および保持する場合に暗号化をするかどうかは，jaas.conf（JAAS のコン
フィグレーションファイル）および ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーション
ファイル）で指定できます。指定方法については，マニュアル「Cosminexus リファレ
ンス

定義編」を参照してください。

表 13-4

2 回目以降のログインで認証情報の入力を省略するために条件がある使用順序

使用順序

使用するログインモジュール

1 回目のログイン

• WebPasswordLoginModule
• WebPasswordJDBCLoginModule
• WebPasswordLDAPLoginModule

2 回目以降のログイン

• WebPasswordLDAPLoginModule

保持するパスワードを暗号化しない場合，J2EE サーバが使用するメモリの内容を何らか
の方法で参照されるとパスワードが漏洩する可能性があります。また，セッションフェ
イルオーバ機能を使用する場合，パスワードを含むセッション情報がネットワークを流
れるため，パスワードが盗聴されるおそれがあります。暗号化をすることで，パスワー
ドが漏洩するおそれは少なくなりますが，性能は劣化します。暗号化をするかどうかは，
必要とするセキュリティや性能に応じて決定してください。なお，暗号化する場合，暗
号アルゴリズムにはトリプル DES が使用されます。

13.1.6

統合ユーザ管理の処理の流れ

統合ユーザ管理を使用する場合の処理の流れを次の図に示します。
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図 13-11 統合ユーザ管理を使用する場合の処理の流れ

図の流れについて説明します。
1. Web ブラウザからログインを要求するリクエストを送信します。
2. Web アプリケーションから，認証処理をするためのログインモジュールの呼び出し処
理が実行されます。
3. Cosminexus 標準ログインモジュールを使用して，ユーザ認証処理が実行されます。
使用するログインモジュールおよびそのコンフィグレーションは，jaas.conf（JAAS
のコンフィグレーションファイル）または ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグ
レーションファイル）に定義されています。また，認証に必要な情報は，ユーザ情報
リポジトリである LDAP ディレクトリサーバまたはデータベースから取得します。
4. 認証結果が Web アプリケーションに返却されます。
この処理を実現するためには，システムを構築するユーザとアプリケーション開発者に
よるシステムの設定およびアプリケーションの開発が必要です。
システムを構築するユーザの作業の概要
• jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）および ua.conf（統合ユーザ
管理のコンフィグレーションファイル）に，使用するログインモジュール，使用
するリポジトリ，およびそれらのコンフィグレーション情報を定義します。シン
グルサインオンを使用する場合には，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレー
ションファイル）にシングルサインオン用のパラメタも定義します。
• シングルサインオンを使用する場合には，暗号鍵ファイルを作成します。
• ユーザ情報リポジトリにユーザ情報を登録しておきます。
なお，jaas.conf および ua.conf はテキストエディタなどで編集してください。
統合ユーザ管理機能の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガ
イド」を参照してください。
アプリケーション開発者の作業の概要
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• JAAS の API および Cosminexus が提供している統合ユーザ管理 API，JSP タグ
ライブラリを使用して，ログインモジュールを呼び出す認証処理プログラムを作
成します。
• それぞれのアプリケーションで独自の認証処理をする場合は，カスタムログイン
モジュールを作成します。
• パスワード認証時のパスワード拡張をする場合は，実装クラスを作成します。
統合ユーザ管理フレームワークを使用したユーザ認証の実装については，
「13.7 統
合ユーザ管理フレームワークによるユーザ認証の実装の概要」を参照してください。
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13.2 Cosminexus 標準ログインモジュールに
よるユーザ認証の仕組み
統合ユーザ管理フレームワークでは，JAAS に準拠した Cosminexus 標準ログインモ
ジュールを提供します。Cosminexus 標準ログインモジュールを使用することで，独自
に認証モジュールを作成しなくても，Cosminexus システムのユーザの統合管理が実現
できます。

13.2.1

Cosminexus 標準ログインモジュールの種類と機能

統合ユーザ管理フレームワークが提供する Cosminexus 標準ログインモジュールは，次
の 2 種類に分類できます。
● ユーザを認証するために使用するログインモジュール
次の四つのログインモジュールが該当します。
• WebPasswordLoginModule
パスワードを使用してユーザ認証するログインモジュールです。
• WebCertificateLoginModule
クライアント証明書を使用してユーザ認証するログインモジュールです。
• WebPasswordLDAPLoginModule
LDAP ディレクトリサーバの認証機能を使用してユーザ認証するログインモジュー
ルです。
• WebPasswordJDBCLoginModule
ユーザ情報リポジトリとして，すでにデータベースを使用している場合に使用する
ログインモジュールです。
● 各アプリケーションのカスタムログインモジュールを呼び出すためのログインモ
ジュール
次の二つのログインモジュールが該当します。
• DelegationLoginModule
カスタムログインモジュールを呼び出す場合に使用するログインモジュールです。
シングルサインオンには対応しません。
• WebSSOLoginModule
シングルサインオンで使用するログインモジュールです。Cosminexus 標準ログイ
ンモジュールやカスタムログインモジュールなど，ほかのログインモジュールを呼
び出します。
DelegationLoginModule は，シングルサインオンの機能を使用しない場合にカスタム
ログインモジュールを呼び出すときに使用します。WebSSOLoginModule は，シング
ルサインオンの機能を利用する場合に，ほかの Cosminexus 標準ログインモジュール
またはカスタムログインモジュールを呼び出すときに使用します。例えば，パスワー
ドを使用してユーザ認証をしたいアプリケーションを，シングルサインオンの対象に
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したい場合は，WebSSOLoginModule から WebPasswordLoginModule を呼び出して
使用します。
それぞれのログインモジュールの機能一覧を次の表に示します。
表 13-5

ログインモジュールの機能一覧
機能

使用するリポジトリ

認証方式

種類
P

C

L

J

D

S

LDAP ディレクトリサーバ

○

○

○

−

−

○

データベース（JDBC でのアクセス）

−

−

−

○

−

−

X509 証明書

−

○

−

−

−

−

パスワード認証

○

−

○

○

−

−

○

−

−

−

−

※1

格納できる型

バイナリ
（byte[]）
文字列（String）

○

−

−

※2

−

−

−

○
※3

比較／格納する
ときに利用でき
る暗号アルゴリ
ズム

そのほか

平文

○

−

−

○

−

−

SHA-1 形式

○

−

−

○

−

−

MD5 形式

○

−

−

○

−

−

暗号化形式の拡
張

○

−

−

○

−

−

トリプル DES 形
式

−

−

−

−

−

○

Principal オブジェクトの設定

○

○

○

○

−

−

ユーザ属性の取得

○

○

○

−

−

−

ログイン時，統合ユーザ管理のセッショ
ンにログインしたユーザのユーザ ID ／レ
ルム名の登録（ログアウト時に削除）

○

○

○

○

○

○

※
4

※4

カスタムログインモジュールの呼び出し

−

○

○

（凡例）
P：WebPasswordLoginModule
C：WebCertificateLoginModule
L：WebPasswordLDAPLoginModule
J：WebPasswordJDBCLoginModule
D：DelegationLoginModule
S：WebSSOLoginModule
○：その機能を持ちます。
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−：その機能を持ちません。
注※ 1

パスワードを格納できる型および暗号アルゴリズムの種類は，使用する LDAP ディレクト

リサーバに依存します。
注※ 2

byte[] 型にマッピングできる SQL のデータ型を指定できます（VARBINARY/

LONGVARBINARY）
。
注※ 3

String[] 型にマッピングできる SQL のデータ型を指定できます（CHAR/VARCHAR/

LONGVARCHAR）
。
注※ 4

13.2.2

条件を満たしている場合に登録されます。

WebPasswordLoginModule

WebPasswordLoginModule は，LDAP ディレクトリサーバにユーザ情報リポジトリがあ
る場合に，パスワード認証をするログインモジュールです。
入力されたユーザ ID/ パスワードを使って，LDAP ディレクトリサーバに格納されてい
るユーザ情報からパスワードを取得して認証します。
ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）には，LDAP ディレクトリ
サーバに接続するための定義やエントリを検索する際に使用する属性名（uid および
userPassword）を指定しておきます。
WebPasswordLoginModule ではその内容を読み取り，HttpServletRequest からユーザ
ID を取得して LDAP ディレクトリサーバを検索し，パスワードを取得してパスワード認
証をします。認証に問題がなければユーザ属性を返却します。
WebPasswordLoginModule の概要を次の図に示します。
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図 13-12 WebPasswordLoginModule の概要

13.2.3

WebCertificateLoginModule

WebCertificateLoginModule は，Web サーバで認証されたクライアント証明書を使用し
て認証をするログインモジュールです。
Web サーバが SSL 認証した際にブラウザに要求したクライアント証明書の被認証者識別
名と，ユーザ情報リポジトリとでマッピングします。
ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）には，クライアント証明書
の被認証者の識別名内からユーザ ID に該当する属性名（cn）と LDAP ディレクトリ
サーバを検索する際に使用する属性名（uid）を指定しておきます。
WebCertificateLoginModule ではその内容を読み取り，クライアント証明書を使用して
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認証処理をします。クライアント証明書からユーザ ID に該当する ID を取得して LDAP
ディレクトリサーバにアクセスした結果，認証に問題がなく，該当エントリがあれば
ユーザ属性を返却します。なお，証明書内のユーザ ID に対応したエントリがない場合
は，FailedLoginException 例外が発生します。
WebCertificateLoginModule の概要を次の図に示します。
図 13-13 WebCertificateLoginModule の概要

13.2.4

WebPasswordLDAPLoginModule

WebPasswordLDAPLoginModule は，LDAP ディレクトリサーバの認証機能を利用した
ログインモジュールです。
入力されたユーザ ID，パスワードを使って LDAP ディレクトリサーバにバインドし，バ
インドが成功すると認証が成功します。WebPasswordLDAPLoginModule の概要を次の
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図に示します。
図 13-14 WebPasswordLDAPLoginModule の概要

ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）では，LDAP ディレクトリ
サーバに接続するための定義と，エントリを検索するときに使用する属性名を指定しま
す。
WebPasswordLDAPLoginModule ではその内容を読み取り，HttpServletRequest から
ユーザ ID を取得して，ユーザ ID からユーザエントリの DN を求めます。次に，この
DN と HttpServletRequest から取得したパスワードで LDAP ディレクトリサーバにバ
インドし，成功するとユーザ属性を返却します。
ユーザエントリ検索とユーザ属性の取得に使用するユーザ ID ／パスワードについて
認証時にユーザエントリの検索をする場合，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグ
レーションファイル）で設定されたバインド DN とバインド DN のパスワードを使
用します。一方，ユーザ属性の取得に使用するバインド DN とパスワードには，
ユーザエントリの DN とそのパスワードを使用します。ユーザエントリの検索につ
いては，
「13.2.8(1)

ユーザエントリの検索」を参照してください。

LDAP 接続プールを利用する場合の注意
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LDAP 接続プールはユーザエントリの検索処理だけに使用されます。認証時および
ユーザ属性取得時に LDAP 接続プールは使用されません。したがって，検索をしな
い設定の場合は LDAP 接続プールを使用しない設定にしてください。LDAP 接続
プールについては，「13.2.8(2)

13.2.5

接続プール」を参照してください。

WebPasswordJDBCLoginModule

WebPasswordJDBCLoginModule は，すでにデータベースを用いてユーザ管理をしてい
る場合に使用するログインモジュールです。
入力されたユーザ ID とパスワードを使って，データベース内に格納されているユーザ情
報からパスワードを取得して認証します。
ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）では，データベースに接続
するための情報定義やエントリを検索する際に使用する SQL（SELECT 文）を指定しま
す。
WebPasswordJDBCLoginModule ではその内容を読み取り，HttpServletRequest から
ユーザ ID を取得して JDBC を使ってデータベースにアクセスし，パスワードを取得し
てパスワード認証をします。WebPasswordJDBCLoginModule の概要を次の図に示しま
す。
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図 13-15 WebPasswordJDBCLoginModule の概要

JDBC ドライバの指定
WebPasswordJDBCLoginModule を使用する場合，JDBC ドライバのクラスをログ
インモジュール内で参照します。使用できる JDBC ドライバは，Cosminexus
DABroker Library の JdbcDbpsv.jar です。この JAR ファイルは，次に示すディレ
クトリに格納されている必要があります。
Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥DABJ
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/DABJ

13.2.6

DelegationLoginModule

カスタムログインモジュールを呼び出す場合に使用するログインモジュールです。
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指定されたカスタムログインモジュールに認証処理を委譲します。
DelegationLoginModule の概要を次の図に示します。
図 13-16 DelegationLoginModule の概要

jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）では，使用するカスタムログイン
モジュールのクラス名を指定します。DelegationLoginModule はその内容を読み取り，
カスタムログインモジュールをインスタンス化します。このとき，
DelegationLoginModule の initialize メソッドに与えられた引数はそのままカスタムロ
グインモジュールに渡されます。
認証処理はカスタムログインモジュールに委譲されます。

13.2.7

WebSSOLoginModule

シングルサインオンをする場合に使用するログインモジュールです。Cosminexus 標準
ログインモジュールまたはカスタムログインモジュールを呼び出します。
一つのセッションですでにログインしているユーザが存在する場合，別のレルムで認証
するための情報（ユーザ ID，SecretData，PublicData）をカスタムログインモジュール
に渡します。WebSSOLoginModule の概要を次の図に示します。
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図 13-17 WebSSOLoginModule の概要

WebSSOLoginModule は，jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）で指定
されたログインモジュールの識別子に対応するカスタムログインモジュールのクラス名
を ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）から読み込み，カスタム
ログインモジュールをインスタンス化します。このとき，WebSSOLoginModule の
initialize メソッドに与えられた引数はそのままカスタムログインモジュールに渡されま
す。
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該当するセッションでログインしているユーザが存在する場合，ua.conf で指定された
LDAP ディレクトリサーバからログインしているユーザのシングルサインオン情報が取
得されます。このシングルサインオン情報に，これからログインしようとしているレル
ムのユーザへのマッピング情報が存在する場合，マッピング先ユーザのシングルサイン
オン情報が取得されます。シングルサインオン情報のうち，SecretData は ua.conf で指
定された方法で複合化されます。WebSSOLoginModule は，マッピング先ユーザのユー
ザ ID，復号化した SecretData，および PublicData を sharedState（カスタムログイン
モジュールに initialize メソッドによって渡される Map オブジェクト）に設定します。
設定に使用するパラメタ名は，ua.conf に指定します。
該当するセッションでログインしているユーザが存在しない場合，
WebSSOLoginModule は sharedState を変更しません。
認証処理はカスタムログインモジュールに委譲されます。

13.2.8

Cosminexus 標準ログインモジュールによるリポジト
リへのアクセス

ここでは，Cosminexus 標準ログインモジュールによるユーザ情報リポジトリへのアク
セス方法について説明します。

（1） ユーザエントリの検索
LDAP ディレクトリサーバをユーザ情報リポジトリとして使用する次のログインモ
ジュールは，認証時にユーザエントリの検索ができます。
• WebPasswordLoginModule
• WebCertificateLoginModule
• WebPasswordLDAPLoginModule
検索するかどうか，および検索範囲は，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーショ
ンファイル）で設定します。なお，検索する必要があるかどうかは，LDAP ディレクト
リサーバの DIT の構成によって決まります。
検索する必要がない場合
ユーザの認証およびユーザ属性を取得するためには，ユーザから入力されたユーザ
ID を基に，LDAP ディレクトリサーバ上のユーザエントリを特定する必要がありま
す。
次の図に示すように，ユーザエントリがベース DN の直下に存在し，かつユーザ ID
がユーザエントリの RDN（相対識別名）に含まれていれば，ユーザエントリの DN
は，ベース DN，ユーザ ID を表す属性名，およびユーザ ID から組み立てられるた
め，検索は不要です。統合ユーザ管理では，このように検索が不要となる DIT 構造
にすることを推奨します。
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図 13-18 ユーザエントリがベース DN の直下に存在する場合

検索する必要がある場合
ユーザエントリの RDN にユーザ ID が含まれない場合，またはユーザエントリが
ベース DN の直下よりも下の階層に存在する場合は，検索しないとユーザエントリ
を特定できません。次の図に示すようにユーザエントリがベース DN の 2 階層以上
下層に存在する場合，検索範囲は subtree（ベース DN 以下すべての下層の検索）
にする必要があります。
図 13-19 ユーザエントリがベース DN の 2 階層以上下層に存在する場合

（2） 接続プール
Cosminexus 標準ログインモジュールでは，ユーザ情報リポジトリへのアクセスを高速
化するために接続プールを使用できます。
接続プールについては，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）で
設定します。
LDAP 接続プールを使用できるログインモジュールを次に示します。
• WebPasswordLoginModule
• WebCertificateLoginModule
• WebPasswordLDAPLoginModule
• WebSSOLoginModule
JDBC 接続プールを使用できるログインモジュールを次に示します。
• WebPasswordJDBCLoginModule
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パスワード認証時の暗号拡張

リポジトリに格納されているパスワードの暗号の形式が標準で用意されているもの
（SHA-1/MD5/ 平文）以外の場合でも，暗号拡張ができます。この機能が利用できるの
は，WebPasswordLoginModule と WebPasswordJDBCLoginModule です。
パスワード認証の暗号拡張をすると，リポジトリに格納されているパスワードの暗号の
形式が標準で用意されている形式以外の場合でもパスワード認証をできるようにします。
この機能を使うためには，あらかじめアプリケーション開発者が実装クラスを作成する
必要があります。
ログインモジュールでは，データベースから取得したパスワードと比較するために
HttpServletRequest から入力したパスワードを変換します。
com.cosminexus.admin.auth.jdbc.password.encrypt.ex が ua.conf（統合ユーザ管理のコ
ンフィグレーションファイル）に指定されていた場合，そのクラスの実装をインスタン
ス化して，HttpServletRequest から入力したパスワードを変換します。
変換したものとデータベースのパスワードを単純に byte[] で比較し，すべての文字が一
致することで認証が成功します。パスワード認証時の暗号拡張の概要を次の図に示しま
す。
図 13-20 パスワード認証時の暗号拡張の概要
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実装クラスの作成方法については，「13.8

API を使用したユーザ認証の実装」を参照し

てください。

13.2.10 ログインモジュールが使用するコンフィグレーショ
ンファイルのパラメタ
使用する Cosminexus 標準ログインモジュールの種類によって，ua.conf（統合ユーザ管
理のコンフィグレーションファイル）に指定する必要があるパラメタが異なります。

（1） LDAP ディレクトリサーバを使用するログインモジュール
LDAP ディレクトリサーバを使用する各ログインモジュールが使用するパラメタの一覧
を次の表に示します。各パラメタの意味については，マニュアル「Cosminexus リファ
レンス

定義編」を参照してください。

表 13-6

LDAP ディレクトリサーバを使用する各ログインモジュールが使用するパラメ
タの一覧
パラメタ

種類
P

C

S

java.naming.provider.url

○

○

○

○

java.naming.security.principal

○

○

○

○※ 1

java.naming.security.credentials

○

○

○

○※ 1

com.cosminexus.admin.auth.ldap.basedn

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.attr.userid

○

○

×

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.search.userrdn

○

○

×

○※ 2

com.cosminexus.admin.auth.ldap.search.scope

○

○

×

○※ 3

com.cosminexus.admin.auth.ldap.attr.password

○

×

×

○※ 4

com.cosminexus.admin.auth.ldap.pool.enable

○

○

○

○※ 5

com.cosminexus.admin.auth.ldap.pool.max

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.pool.max_spare

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.pool.min_spare

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.pool.gc_interval

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.conn.retry.count

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.conn.retry.wait

○

○

○

○

com.cosminexus.admin.auth.ldap.certificate.attr.userid

×

○

×

×

com.cosminexus.admin.auth.ldap.password.encrypt

○

×

×

×

com.cosminexus.admin.auth.ldap.password.encrypt.ex

○

×

×

×

com.cosminexus.admin.auth.ldap.directory.kind

×

×

×

○
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（凡例）
P：WebPasswordLoginModule
C：WebCertificateLoginModule
S：WebSSOLoginModule
L：WebPasswordLDAPLoginModule
○：使用できる

×：使用できない

注※ 1 ユーザエントリを検索する場合だけ必要です。このバインド DN とパスワード
を使用して検索します。
注※ 2 ユーザエントリを検索する場合（ユーザエントリがベース DN の直下にない場
合），true を設定してください。
注※ 3 ユーザエントリを検索する場合，subtree を指定してください。
注※ 4 ユーザのパスワードを変更する場合だけ必要です。使用する LDAP ディレクト
リサーバが Active Directory の場合，unicodePwd を指定してください。Active
Directory 以外の場合は userPassword を指定してください。
注※ 5 LDAP 接続プールはユーザエントリを検索する場合だけ使用されます。検索し
ない場合は false を指定してください。なお，どちらの場合も，ユーザの認証をするため
にバインドするとき，LDAP 接続プールは使用されません。

（2） データベースを使用するログインモジュール
データベースを使用する各ログインモジュールが使用するパラメタの一覧を次の表に示
します。各パラメタの意味については，マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義
編」を参照してください。
表 13-7

データベースを使用する各ログインモジュールが使用するパラメタの一覧
パラメタ

種類
J

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.driver

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.conn.url

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.conn.user

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.conn.password

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.pool.enable

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.pool.max

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.pool.max_spare

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.pool.min_spare

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.pool.gc_interval

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.conn.retry.count

○
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パラメタ

種類
J

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.conn.retry.wait

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.sql

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.password.type

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.password.encrypt

○

com.cosminexus.admin.auth.jdbc.password.encrypt.ex

○

（凡例）
J：WebPasswordJDBCLoginModule
○：使用できる
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13.3 統合ユーザ管理のセッション管理
この節では，統合ユーザ管理で管理するセッションについて説明します。

13.3.1

セッションの種類

統合ユーザ管理の機能を使う上で存在するセッションとして考えられるものには次の種
類があります。
● Web コンテナが管理するセッション（HttpSession）
HttpSession オブジェクトのことを示します。
● 統合ユーザ管理のセッション
Cosminexus 標準ログインモジュールを使用してログインしてからログアウトするま
での期間を示します。
一つのセッション内には複数のユーザがログインできるため，ログインしているすべ
てのユーザがログアウトしないとセッションは無効になりません。また，このセッ
ションは Web コンテナが管理しているセッションである HttpSession と同期してい
ます。そのため，HttpSession が無効になった場合は，ログインの有無に関係なく
セッションは無効になります。
統合ユーザ管理のセッションを制御する機能としては，次の 2 種類の機能があります。
• Cosminexus 標準ログインモジュールでは，ログインしたユーザ ID とレルム名を
セッションに自動で登録および削除できます。
• 統合ユーザ管理はセッションフェイルオーバ機能に対応しています。統合ユーザ管
理のセッションフェイルオーバ機能を有効にすることで，ログイン状態をセッショ
ンフェイルオーバ先に引き継げます。なお，セッションフェイルオーバ機能を使用
しているときに，ログイン状態を引き継ぐかどうかは選択できます。
● カスタムログインモジュールのセッション
各アプリケーションが個々に持つログインしているユーザのセッションを示します。
このセッションの概念は，カスタムログインモジュールの仕様に依存します（通常は
ログインしてからログアウトまでの期間を示します）。
なお，カスタムログインモジュールでは，ログインしたユーザ ID とレルム名をセッ
ションに自動で登録および削除できます。

13.3.2

ログインしたユーザ ID の登録

ここでは，統合ユーザ管理のセッションにログインしたユーザ ID の登録について説明し
ます。

（1） ログインしているユーザ ID を登録する目的
統合ユーザ管理のセッションにログインしているユーザ ID を登録することで，次のよう
なことができます。
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• JSP タグライブラリの <ua:notLogin> タグで，統合ユーザ管理のセッションでユーザ
がログインしているかどうかを判断できます。この指定は，任意のレルム名を指定す
ることで，そのレルム内でのログインの有無も判断できます。

（2） ログインしているユーザ ID の登録条件
認証手段を持つ Cosminexus 標準ログインモジュールでは，自動的に統合ユーザ管理の
セッションにログインしたユーザ ID を登録します。
カスタムログインモジュールの場合，次の条件を満たしたログインモジュールでログイ
ンしたユーザ ID が，統合ユーザ管理のセッションに登録されます。
• カスタムログインモジュールの実装で，commit メソッドによって Principal オブジェ
クトが Subject に関連づけられていること
• 統合ユーザ管理フレームワークによって提供されている WebSSOHandler が，
LoginContext クラスのコンストラクタの引数に指定されていること
もし，1 回の呼び出しで複数のログインモジュールを呼び出していた場合，認証手段を持
つ Cosminexus 標準ログインモジュールまたは上記の条件を満たしたログインモジュー
ルでログインされるまでユーザ ID は登録されません。最後まで見つからなかった場合
は，統合ユーザ管理のセッションにはログインしたユーザ ID は登録されません。

（3） 統合ユーザ管理のセッションに登録される内容
統合ユーザ管理のセッションに登録される内容は，レルム名，ユーザ ID およびログイン
時刻の 3 種類です。
● レルム名
jaas.conf（JAAS コンフィグレーションファイル）の
com.cosminexus.admin.auth.realm で指定した値が設定されます。このオプションが
省略されていた場合は空文字が仮定されます。なお，DelegationLoginModule 以外の
場合，com.cosminexus.admin.auth.realm の指定は省略できません。
● ユーザ ID
各ログインモジュールの commit メソッドを呼び出したあと，Subject から最初に求
められた Principal オブジェクトのユーザ ID（getName メソッドの結果）が設定さ
れます。
● ログイン時刻
統合ユーザ管理のセッションにユーザ ID を登録時，最初にログインした時刻がユー
ザ単位に設定されます。
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統合ユーザ管理のセッションに登録したユーザ ID の
削除

認証した Subject を持つ LoginContext クラスの logout メソッドが呼ばれたとき，自動
的に統合ユーザ管理のセッションに登録されたユーザ ID とレルム名が削除されます。

13.3.4

JAAS のコンフィグレーションファイルの定義例

jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）の定義例を示します。

（1） Cosminexus の標準ログインモジュールを使った定義例
JAAS のコンフィグレーションファイルで次のように定義されていた場合は，最初に実
行した WebPasswordLoginModule が認証した際のユーザ ID およびレルム名
「RealmA」で統合ユーザ管理のセッションに登録します。
Example03 {
com.cosminexus.admin.auth.login.WebPasswordLoginModule required
//セッションに参加します
com.cosminexus.admin.auth.realm="RealmA"
com.cosminexus.admin.auth.ldap.r="0"
com.cosminexus.admin.auth.ldap.w="1"
;
com.cosminexus.admin.auth.login.DelegationLoginModule required
com.cosminexus.admin.auth.custom.lm="my.login.MyLoginModule"
my.login.useracctterm="acctTerm"
;
};

（2） カスタムログインモジュールだけを使用した場合の定義例
JAAS のコンフィグレーションファイルで次のように定義されていた場合，最初に実行
した MyLoginModule1 の commit メソッドで設定した Principal オブジェクトのユーザ
ID（getName メソッドの値）を使って統合ユーザ管理のセッションにユーザ ID を登録
します（DelegationLoginModule がユーザ ID を登録します）。
なお，「com.cosminexus.admin.auth.realm」については指定がないため，レルム名とし
て空文字（

）を仮定します。

Example99 {
com.cosminexus.admin.auth.login.DelegationLoginModule required
//セッションに参加します
com.cosminexus.admin.auth.custom.lm="my.login.MyLoginModule1"
;
com.cosminexus.admin.auth.login.DelegationLoginModule required
com.cosminexus.admin.auth.custom.lm="my.login.MyLoginModule2"
;
};

ただし，MyLoginModule1 が Principal オブジェクトを Subject に設定していない場合
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は，MyLoginModule2 が統合ユーザ管理のセッションにユーザ ID を登録する対象にな
ります。もし，MyLoginModule2 も Principal オブジェクトを設定しない場合は，統合
ユーザ管理のセッションにユーザ ID を登録しません。
jaas.conf の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参

照してください。

13.3.5

セッションフェイルオーバ機能を使用したログイン
状態の引き継ぎ

統合ユーザ管理では，セッションフェイルオーバ機能を使用してログイン状態を別の
J2EE サーバに引き継ぐことができます。
セッションフェイルオーバで引き継がれる情報の一覧を次の表に示します。なお，表中
の「API」は JAAS の API のことです。「カスタムタグ」は統合ユーザ管理で提供される
JSP カスタムタグのことです。
表 13-8

セッションフェイルオーバ機能で引き継がれる情報一覧
情報

統合ユーザ管理の
セッション情報

認証情報

Cosminexus 標準
ログインモジュー
ル

カスタムログイン
モジュール

API

カスタ
ムタグ

API

カスタ
ムタグ

ログイン状態
（ユーザがログインしているかどうか
の状態）

◎

◎

◎

◎

登録されているユーザ ID/ レルム名

◎

◎

◎

◎

パスワード

○

○

−

−

Subject

×

×

×

×

Principal

×

×

×

×

ユーザ属性（UserAttributes）

△

△

−

−

ユーザ属性（UserAttributes）以外の
Credential（Public/Private）

×

×

×

×

（凡例）
◎：引き継げる
○：オプションによって選択できる
△：手動で対応する必要がある
×：引き継げない
−：該当しない

なお，07-00 よりも前のバージョンで作成したユーザアプリケーションをセッションフェ
イルオーバに対応させる場合，ユーザアプリケーションの処理の一部を見直す必要があ
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ります。セッションフェイルオーバに対応した統合ユーザ管理のアプリケーションの開
発方法については，
「13.10 セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証の実装」
を参照してください。また，セッションフェイルオーバ機能については，
「12.

J2EE

サーバ間のセッション情報の引き継ぎ」を参照してください。
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13.4 シングルサインオンの利用方法
この節では，シングルサインオンの利用方法について説明します。シングルサインオン
とは，一度のログイン処理で，ユーザ ID が異なる複数のシステムをシームレスに使用で
きるようにするための機能です。

13.4.1

シングルサインオンをするために必要な手順

シングルサインオンを利用するためには，シングルサインオンを使用するすべてのカス
タムログインモジュールおよび Cosminexus 標準ログインモジュール（ユーザ認証をす
るログインモジュール）を WebSSOLoginModule で呼び出す必要があります。
シングルサインオンへの切り替えは jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）
で定義します。
例えば，シングルサインオンを適用する前は次のように WebPasswordLoginModule を
使ってユーザ認証をしていたとします。
AP1 {
com.cosminexus.admin.auth.login.WebPasswordLoginModule Requisite
com.cosminexus.admin.auth.ldap.r="3"
com.cosminexus.admin.auth.ldap.w="2"
com.cosminexus.admin.auth.realm=XXXcompany;
};

シングルサインオンを適用するには次の太字に示す修正をします。
AP1 {
com.cosminexus.admin.auth.sso.login.WebSSOLoginModule Requisite
com.cosminexus.admin.auth.ldap.r="3"
com.cosminexus.admin.auth.ldap.w="2"
com.cosminexus.admin.auth.realm=XXXcompany;
};

シングルサインオンをするすべてのログインモジュールの定義は，この例で示すような
修正で変更したあとに J2EE サーバを起動することで利用できます。

13.4.2

既存アプリケーションで行っているユーザ管理の適
用

利用しているアプリケーションがすでにユーザ管理を行っている場合に，統合ユーザ管
理のシングルサインオンを適用するには，次の表に示す条件を満たしている必要があり
ます。
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ule の有無
ある

ない
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統合ユーザ管理のシングルサインオンの適用に必要な条件
条件１

条件２

適用

適用方法

改造できる。

−

○

sharedState で認証情報が渡せるよ
うにして呼び出します。

改造できない。

sharedState で認
証情報が渡せる。

○

jaas.conf（JAAS のコンフィグレー
ションファイル）をシングルサイン
オンライブラリ用に変更します。

sharedState で認
証情報が渡せない。

×

−

login 用 API が公
開されている。

−

○

ログインモジュールを作成します。

login 用 API が公
開されていない。

−

×

−

×：適用できない

−：該当しない

（凡例） ○：適用できる

なお，Cosminexus 標準ログインモジュールの WebPasswordLoginModule，
WebCertificateLoginModule，WebPasswordLDAPLoginModule および
WebPasswordJDBCLoginModule（ユーザ認証を行うログインモジュール）は，すべて
シングルサインオンを適用できます。
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13.5 カスタムログインモジュールの利用
Cosminexus 標準ログインモジュール以外を使用して各アプリケーションのユーザ認証
をする場合，カスタムログインモジュールを作成して，Cosminexus 標準モジュールと
組み合わせて使用できます。
カスタムログインモジュールは，アプリケーション開発者が実装します。

13.5.1

カスタムログインモジュールとは

カスタムログインモジュールは，Cosminexus 標準ログインモジュール以外を使用して
アプリケーションのユーザ認証をしたい場合に作成するクラスです。このクラスは，
JAAS の SPI である LoginModule インタフェースを継承して作成します。
カスタムログインモジュールは，次に示すディレクトリに格納します。
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥manager¥modules
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/modules
なお，カスタムログインモジュールの格納先ディレクトリは，ua.conf（統合ユーザ管理
のコンフィグレーションファイル）の，com.cosminexus.admin.auth.custom.modules
で変更できます。

13.5.2

カスタムログインモジュールの呼び出し

カスタムログインモジュールは，Cosminexus 標準ログインモジュールである
DelegationLoginModule または WebSSOLoginModule のどちらかで呼び出します。
● DelegationLoginModule
シングルサインオンの機能を利用しない場合に使用します。
● WebSSOLoginModule
シングルサインオンの機能を利用する場合に使用します。
また，カスタムログインモジュールを Cosminexus 標準ログインモジュールから呼び出
すことで，統合ユーザ管理が管理しているログインセッション管理に参加できます。こ
のセッションは Web コンテナのセッション管理とは別です。統合ユーザ管理のセッショ
ンについては，「13.3

統合ユーザ管理のセッション管理」を参照してください。

カスタムログインモジュールは，DelegationLoginModule または WebSSOLoginModule
のどちらかのログインモジュールから呼びされます。これらのログインモジュールは，
呼び出したカスタムログインモジュールで認証が成功すると自動的に統合ユーザ管理の
セッションに参加します。統合ユーザ管理のセッション登録時に必要なユーザ ID は，
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Subject に関連づけられている Principal オブジェクトから取得します。
シングルサインオン機能を使用する場合は，WebSSOLoginModule を使用します。この
場合，2 回目のカスタムログインモジュールの呼び出しでは，最初に統合ユーザ管理の
セッションに参加したユーザ ID をキーにシングルサインオン情報リポジトリから必要な
認証情報が取得されてから，カスタムログインモジュールに渡されます。リポジトリで
暗号化して保存していたものは，復号化してから渡されます。
カスタムログインモジュールの実装方法については，
「13.11 カスタムログインモ
ジュールの実装」を参照してください。
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13.6 統合ユーザ管理フレームワークが提供す
る API の概要
統合ユーザ管理フレームワークでは，認証処理の呼び出し処理をするアプリケーション
を開発するために，JSP のタグライブラリおよび統合ユーザ管理フレームワークのライ
ブラリが提供されています。必要に応じて使用してください。
統合ユーザ管理フレームワークで使用する API の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

13.6.1

リファレンス

API 編」を参照してください。

JSP タグライブラリ

統合ユーザ管理フレームワークでは，JSP で統合ユーザ管理フレームワークの機能を容
易に利用するための JSP タグライブラリを提供します。アプリケーション開発者（また
は Web デザイナ）は，Java プログラムによる認証処理の詳細を気にすることなく，容
易に JSP を開発できます。
統合ユーザ管理フレームワークのログインモジュールとして Cosminexus 標準ログイン
モジュールを使用する場合，JSP タグライブラリを使用して，ユーザ情報を参照できま
す。

13.6.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリ

統合ユーザ管理フレームワークは，次の 2 種類で構成されています。
● ユーザ認証ライブラリ
LDAP ディレクトリサーバで構築されたユーザ情報リポジトリの情報を基にユーザ認
証をして，認証したユーザの情報をアプリケーションに提供する JAAS 対応ユーザ管
理用ライブラリです。
● シングルサインオンライブラリ
ユーザマッピング情報の入ったシングルサインオン情報リポジトリの情報を基にユー
ザマッピングをして，シングルサインオンを実現するライブラリです。
ユーザ認証ライブラリおよびシングルサインオンライブラリの位置づけを次に示します。
次の図に示すように，ユーザ認証ライブラリは単体でアプリケーションの認証に使用で
きます。また，シングルサインオンライブラリと協調動作し，マッピングされたユーザ
の認証をすることもあります。
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図 13-21 ユーザ認証ライブラリおよびシングルサインオンライブラリの位置づけ
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13.7 統合ユーザ管理フレームワークによる
ユーザ認証の実装の概要
統合ユーザ管理フレームワークとは，統合ユーザ管理でのユーザ認証を実現するフレー
ムワークです。JAAS に準拠したユーザ認証を，Cosminexus 標準のログインモジュール
として提供します。統合ユーザ管理フレームワークを使用することで，独自に認証モ
ジュールを開発しなくても，ユーザ認証を容易に実装できます。
統合ユーザ管理フレームワークによるユーザ認証は，API を使用して実装します。また，
ユーザ認証を容易に実装するためのタグライブラリを使用することもできます。API ま
たはタグライブラリを使用してユーザ認証を実装する場合，最初に，サーブレットや
JSP でユーザ認証を行うログインモジュールを呼び出します。呼び出したログインモ
ジュールによって認証を行い，処理が終わったところでログアウトします。
Cosminexus 標準のログインモジュール以外の認証モジュールを使用する場合は，カス
タムログインモジュールとして作成します。ログインモジュールの種類およびログイン
処理の流れについては，「13.1.3 Java 標準仕様（JAAS）に準拠したユーザ認証の概
要」，および「13.1.6

統合ユーザ管理の処理の流れ」を参照してください。

ここでは，API とタグライブラリを使用したユーザ認証の実装方法，およびカスタムロ
グインモジュールの作成方法について説明します。

参考
Cosminexus では，統合ユーザ管理フレームワークの動作確認用のサンプルプログラムを提
供します。次に示すファイルに実行手順が記述されていますので，その手順に従って実行し
てください。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥examples¥ua¥index.html
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13.8 API を使用したユーザ認証の実装
API を使用した場合のログインからログアウトまでの実装方法について説明します。ま
た，次の内容についても説明します。
• HttpSession に java.io.Serializable を継承した Subject を格納する場合の実装
• パスワード認証時の暗号拡張の実装
なお，統合ユーザ管理フレームワークで提供する API の機能や文法については，マニュ
アル「Cosminexus リファレンス

13.8.1

API 編」を参照してください。

ログイン（API を使用する場合）

統合ユーザ管理フレームワークを使用してユーザ認証をする場合，ログイン時にサーブ
レットや JSP などでログインモジュールを呼び出す処理を実装します。ログインモ
ジュールを使用するには，JAAS のコンフィグレーションファイルの設定が必要です。
JAAS のコンフィグレーションファイルの設定内容については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

次に，API を使用した場合の，ログインの実装例を示します。
<%@ page import="com.cosminexus.admin.auth.callback.WebPasswordHandler"
%>
<%@ page import="javax.security.auth.login.LoginContext" %>
...
<%LoginContext lc = new LoginContext("Portal",
new WebPasswordHandler(request, response, null, "login.html", true));
try { lc.login(); } catch (LoginException e) { ... }
%>
...

例では，LoginContext クラスからインスタンスを生成し，その引数として，JAAS のコ
ンフィグレーションファイルの Portal エントリに記述された認証モジュールを使用する
ように指定しています。request に com.cosminexus.admin.auth.name パラメタおよび
com.cosminexus.admin.auth.password パラメタが設定されている場合には，これらの
パラメタを使用して認証します。そうでない場合は，login.html を呼び出し，ユーザか
ら認証情報（ユーザ ID とパスワード）を取得します。

13.8.2

ユーザ ID の取得（API を使用する場合）

認証が完了したあと，認証したユーザ ID は，Principal オブジェクト
（java.security.Principal）として Subject に格納されています。ユーザ ID を取得する場
合の実装例を次に示します。

897

13.

統合ユーザ管理

<%@ page import="javax.security.auth.Subject" %>
<%@ page import="java.security.Principal" %>
...
<%
...
Subject subject = lc.getSubject();
Principal principal =
(Principal)subject.getPrincipals().iterator().next();
String userid = principal.getName();
%>
...

Subject から Principal が格納されている iterator を取り出し，その 1 番目に格納されて
いる値を Principal オブジェクトに型変換してから，Principal オブジェクトの getName
メソッドでユーザ ID を取得しています。

13.8.3

ユーザ属性の取得（API を使用する場合）

ユーザ属性を取得するには，ログイン時に取得したい属性の一覧を指定する必要があり
ます。次に，ユーザ属性の一覧を指定する場合のログイン処理の実装例を示します。
<%@ page import="com.cosminexus.admin.auth.callback.WebPasswordHandler"
%>
<%@ page import="com.cosminexus.admin.auth.AttributeEntry" %>
<%@ page import="javax.security.auth.login.LoginContext" %>
...
<%
AttributeEntry[] attributes = new AttributeEntry[2];
attributes[0] = new AttributeEntry("cn", "full name", null);
attributes[1] = new AttributeEntry("employeeNumber", "employee ID",
null);
LoginContext lc = new LoginContext("Portal",
new WebPasswordHandler(request, response, attributes, "login.html",
true));
try { lc.login(); } catch (LoginException e) { ... }
%>
...

属性の一覧に従って属性をリポジトリから取得し，UserAttributes オブジェクトに設定
します。取得した属性は，java.lang.Object 型として管理されています。使用するには，
UserAttributes オブジェクトのメソッドを使用して，目的の属性を取得するところから
始めます。
LoginContext lc = new ...
// LoginContextクラスのインスタンス化
...
Subject subject = lc.getSubject();
Iterator it = subject.getPublicCredentials().iterator();
UserAttributes ua= (UserAttributes)it.next();
// uaにUserAttributesの
...
// リファレンスが格納される。

属性の値を参照するには，UserAttributes オブジェクトに対して，次に示す
getAttribute メソッドを使用します（String 型の場合）。
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String role = (String)ua.getAttribute("Portal Role");
getAttribute メソッドでユーザ属性を取得する場合の実装例を次に示します。
<%@ page import="com.cosminexus.admin.auth.UserAttributes" %>
<%@ page import="javax.security.auth.Subject" %>
...
<%
...
Subject subject = lc.getSubject();
UserAttributes attrs =
(UserAttributes)subject.getPublicCredentials().iterator().next();
String fullname = (String)attrs.getAttribute("full name");
String eid = (String)attrs.getAttribute("employee ID");
%>
...

ユーザ情報参照，取得時の注意事項
• UserAttributes の値は参照専用です。内容を変更してもリポジトリには反映され
ません。また，ユーザ認証ライブラリでは，取得した属性について何も加工しま
せん。
• 登録されている属性は，String 型だけです。
• 属性の一覧で指定された属性がない場合は，null が設定されます。

13.8.4

ログアウト（API を使用する場合）

ログアウトの実装例を次に示します。
...
<%
try { lc.logout(); } catch (LoginException e) { ... }
%>
...

セッションタイムアウト時にログアウトするには，HttpSessionBindingListener インタ
フェースを継承したオブジェクトをセッションに設定します。
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...
<%
session.setAttribute("loginContext", lc);
%>
...
<%@ page import="javax.security.auth.login.LoginContext" %>
...
<% session.setAttribute("logoutObject",
new HttpSessionBindingListener() {
public void valueBound(HttpSessionBindingEvent event) {}
public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event) {
LoginContext lc =
(LoginContext)event.getSession().getAttribute("loginContext");
try { lc.logout(); } catch (LoginException e) { ... };
}
};);
%>
...

13.8.5

HttpSession に java.io.Serializable を継承した
Subject を格納する場合の実装

HttpSession に設定するオブジェクトは，java.io.Serializable インタフェースを継承し
たオブジェクトであることが推奨されます。また，HttpSession には，
java.io.Serializable インタフェースを継承した Subject を格納して，ログアウトする方
法が推奨されます。
なお，ログイン後に Subject に関連づけられるユーザ属性（UserAttributes）をセッ
ションフェイルオーバで引き継がせるには，HttpSession に Subject を格納する必要があ
ります。ここでは，HttpSession に java.io.Serializable インタフェースを継承した
Subject を格納する場合のログインとログアウトの実装例を示します。

（1） ログイン
ログインでは，ログインが成功した Subject を HttpSession に登録します。次に，
HttpSession に Subject を格納する場合のログインの実装例を示します。
<%
LoginContext lc = new LoginContext("Portal",
new WebPasswordHandler(request, response, null, "login.html", true));
try {
lc.login();
session.setAttribute("ExampleSubject", lc.getSubject());
session.setAttribute("ExampleCredential",
lc.getSubject().getPublicCredentials().iterator().next());
} catch (LoginException e) { ... }%
>
...
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（2） ログアウト
ログアウトは，HttpSession に登録されている Subject を使用して行います。次に，ユー
ザ属性がある場合のログアウトの実装例を示します。
<%
try {
Subject subject = (Subject)session.getAttribute("ExampleSubject");
LoginContext lc = new LoginContext("Example", subject);
session.removeAttribute("ExampleCredential");
session.removeAttribute("ExampleSubject");
lc.logout();
} catch (LoginException e) { ... }
%>
...

セッションタイムアウト時にログアウトするためには，HttpSessionBindingListener イ
ンタフェースを実装したオブジェクトを，HttpSession オブジェクトに設定します。次
に，セッションタイムアウト時のログアウトの実装例を示します。
<%
LoginContext lc = new LoginContext("Portal",
new WebPasswordHandler(request, response, null, "login.html", true));
try {
lc.login();
session.setAttribute("logoutObject",
new MyListener("Portal", "ExampleSubject", "ExampleCredential"));
session.setAttribute("ExampleSubject", lc.getSubject());
session.setAttribute("ExampleCredential",
lc.getSubject().getPublicCredentials().iterator().next());
} catch (LoginException e) { ... }
%>
<%!
class MyListener implements
HttpSessionBindingListener, java.io.Serializable {
String name;
String subjectName;
String attrsName;
public MyListener(String name, String subjectName, String attrsName)
{
this.name = name;
this.subjectName = subjectName;
this.attrsName = attrsName;
}
public void valueBound(HttpSessionBindingEvent ev) {}
public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent ev) {
Subject subject =
(Subject)ev.getSession().getAttribute(subjectName);
ev.getSession().removeAttribute(attrsName);
ev.getSession().removeAttribute(subjectName);
try {
LoginContext ctx = new LoginContext(name, subject);
ctx.logout();
} catch (LoginException e) {}
}
}
%>
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13.8.6

パスワード認証時の暗号拡張の実装

統合ユーザ管理フレームワークで標準提供されている，パスワードの暗号の形式
（SHA-1/MD5/ 平文）以外でも，パスワード認証ができます。この暗号拡張の機能を利用
するには，あらかじめ実装クラスを作成する必要があります。
ここでは，暗号拡張できるログインモジュールと，暗号拡張で使用するクラスの実装方
法について説明します。暗号拡張の概要については，「13.2.9

パスワード認証時の暗号

拡張」を参照してください。

（1） 暗号拡張を利用できるログインモジュール
WebPasswordLoginModule または WebPasswordJDBCLoginModule を使用する場合
に，暗号拡張を利用できます。

（2） 暗号拡張で使用するクラスの実装方法
暗号拡張を実装する場合，
com.cosminexus.admin.auth.security.PasswordCryptography クラスを継承して処理を
実装します。作成したクラスは，次に示すディレクトリの下にクラスファイルで格納し
ます。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥modules
なお，格納先ディレクトリは，統合ユーザ管理フレームワークのコンフィグレーション
ファイル（ua.conf）の，com.cosminexus.admin.auth.custom.modules で変更できま
す。
SHA-1 形式で byte 型の配列で比較する場合の実装例を次に示します。
package my;
import com.cosminexus.admin.auth.security.PasswordCryptography;
import java.security.*;
public class CustomCryptography implements PasswordCryptography
{
public byte[]encrypt (byte[] plain) {
byte[] encryptedPassword = null;
try{
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA");
md.update(plain);
encryptedPassword = md.digest();
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
encryptedPassword = plain;
}
return encryptedPassword;
}
}
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13.9 タグライブラリを使用したユーザ認証の
実装
タグライブラリを使用した場合のログインからログアウトまでの実装方法について説明
します。タグライブラリのタグの説明と，タグ属性については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス API 編」を参照してください。
なお，タグライブラリを使用する場合は，プログラムの実装のほかに，DD（web.xml）
の編集が必要になります。タグライブラリ使用時の DD の編集については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」に記載されている，JSP タグライブラリを使用し
ている場合の設定についての説明を参照してください。

13.9.1

ログイン（タグライブラリを使用する場合）

統合ユーザ管理フレームワークを使用したユーザ認証を行う場合，ログイン時にサーブ
レットや JSP などでログインモジュールを呼び出す処理を実装します。ログインモ
ジュールを使用するには，JAAS のコンフィグレーションファイルの設定が必要です。
JAAS のコンフィグレーションファイルの設定については，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

JSP の <ua:login/> タグを使用してログインするには，HTTP リクエストオブジェクト
に，com.cosminexus.admin.auth.name パラメタ，および
com.cosminexus.admin.auth.password パラメタが設定されている必要があります。し
たがって，まず，次に示すようなログイン用のフォームを準備して，パラメタを設定で
きるようにします。
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<html>
<body>
<form action="auth.jsp" method="post">
<table>
<tr>
<td>username</td>
<td><input type="text" name="com.cosminexus.admin.auth.name" /></td>
</tr>
<tr>
<td>password</td>
<td><input type="password" name="com.cosminexus.admin.auth.password" />
</td>
</tr>
</table>
<br />
<input type="submit" value="Login" />
<input type="reset" value="Reset" />
</form>
</body>
</html>

次に，<ua:login/> タグを使用して，JAAS コンフィグレーションファイルの Portal エン
トリに記述された認証モジュールを使用してログインします。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
<%@ page errorPage="error.jsp" %>
<ua:login id="lc" entry="Portal" />
...

タグライブラリの仕様によって，タグの処理中に発生した例外は，すべて JspException
となります。<ua:login/> タグの処理中に発生した例外をより細かく検出する場合は，
<ua:exception>Body </ua:exception> タグを使用します。次の例では，発生した例外を，
検出する JSP（loginError.jsp）に転送しています。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
<ua:login id="lc" entry="Portal" excepId="ex" excepScope="session" />
<ua:exception name="ex" ><jsp:forward page="loginError.jsp" /></
ua:exception>
...

例外を検出する JSP（loginError.jsp）では，例外の内容に応じて返すメッセージを選択
しています。
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prefix=

ua

<html>
<body>
<ua:exception name="ex"
type="javax.security.auth.login.FailedLoginException">
ユーザIDかパスワードが間違っています。<br />
</ua:exception>
<ua:exception name="ex"
type="javax.security.auth.login.AccountExpiredException">
アカウントの有効期限が切れています。<br />
</ua:exception>
<ua:exception name="ex"
type="javax.security.auth.login.CredentialExpiredException">
パスワードの有効期限が切れています。<br />
</ua:exception>
<ua:exception name="ex" >
例外が発生しました。<br />
<%= e.toString() %><br />
</ua:exception>
</body>
</html>

ポイント
ログインしているかどうかを確認する方法
各 JSP ページの先頭に <ua:notLogin>Body</ua:notLogin> タグを記述することで，その
JSP ページを処理する前にログインしているかどうかを確認できます。
<%@ page contentType= text/html; charset=Shift_JIS
%>
<%@ taglib uri= http://cosminexus.com/admin/auth/uatags
%>
...
<ua:notLogin>
<a href= login.html >ログインしてください。</a>
</ua:notLogin>
...

13.9.2

prefix=

ua

ユーザ ID の取得（タグライブラリを使用する場合）

認証が完了したあと，認証したユーザ ID は <ua:getPrincipalName> タグを使用して，
表示したり，取得したりできます。次に，ユーザ ID を表示する例を示します。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
...
User ID: <ua:getPrincipalName name="lc" />
...

<ua:getPrincipalName> タグの name 属性に，ログイン時に指定した LoginContext の
識別子（lc）を指定します。
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次に，ユーザ ID を取得する例を示します。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
...
<ua:getPrincipalName name="lc" id="userid" />User ID: <%= userid %>
...

<ua:getPrincipalName> タグの name 属性に加え，id 属性を指定します。id 属性では，
ユーザ ID を参照するインスタンスを識別する識別子を指定します。

13.9.3

ユーザ属性の取得（タグライブラリを使用する場合）

ユーザ属性を取得するには，<ua:attributeEntries> タグを使用して取得したい属性の一
覧を指定する必要があります。次に，ユーザ属性の一覧を指定する場合の実装例を示し
ます。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
<ua:attributeEntries id="ae">
<ua:attributeEntry attrName="cn" alias="full name" />
...
</ua:attributeEntries>
<ua:login id="lc" entry="Portal" attrEntName="ae" />
...
Full Name: <ua:getAttribute name="lc" attrName="full name" />
...

ユーザ属性の一覧を指定したあとに，<ua:getAttribute> タグを使用して，ユーザ属性を
取得します。
<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
<ua:login id="lc" entry="Portal" attrFile="MyAttrs.csv" />
...
<ua:getAttribute name="lc" attrName="full name" id="fullname" />
Full Name: <%= fullname %>
...

ユーザ情報参照，取得時の注意事項
• UserAttributes の値は参照専用です。内容を変更してもリポジトリには反映され
ません。また，ユーザ認証ライブラリでは，取得した属性について何も加工しま
せん。
• 登録されている属性は，String 型だけです。
• 属性の一覧で指定された属性がない場合は，null が設定されます。

13.9.4

ログアウト（タグライブラリを使用する場合）

ログアウトの実装例を次に示します。
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<%@ taglib uri="http://cosminexus.com/admin/auth/uatags" prefix="ua" %>
<ua:logout name="lc" />
...

<ua:login/> タグに対応する <ua:logout/> タグを明示的に記述しなかった場合は，セッ
ション切断時に暗黙的にログアウトされます。
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13.10 セッションフェイルオーバ機能使用時
のユーザ認証の実装
統合ユーザ管理では，セッションフェイルオーバ機能を使用して，障害発生時のログイ
ン状態を別の J2EE サーバに引き継ぐことができます。
ここでは，セッションフェイルオーバ機能で引き継げる情報，ユーザ認証の実装方法，
および DD の定義方法について説明します。

13.10.1 セッションフェイルオーバ機能で引き継げるセッ
ション情報と認証情報
セッションフェイルオーバ機能で引き継ぐことができる情報の一覧を次の表に示します。
なお，表中の API は JAAS の API を，カスタムタグは統合ユーザ管理が提供する JSP
カスタムタグを示します。
表 13-10 セッションフェイルオーバ機能で引き継げる情報
情報

統合ユーザ
管理のセッ
ション情報

認証情報

Cosminexus 標準ログ
インモジュール
API

カスタム
タグ

API

カスタ
ムタグ

ログインの状態
（ユーザがログインしているかどう
か）

◎

◎

◎

◎

登録されているユーザ ID およびレ
ルム名

◎

◎

◎

◎

パスワード

○

○

−

−

Subject

×

×

×

×

Principal

×

×

×

×

ユーザ属性（UserAttributes）

△

△

−

−

ユーザ属性（UserAttributes）以外
の Credential（Public ／ Private）

×

×

×

×

（凡例）
◎：引き継げます。
○：オプションによって，引き継ぐかどうかを選択できます。
△：手動で対応する必要があります。
×：引き継げません。
−：対象外となります。
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13.10.2 セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証
の実装
セッションフェイルオーバ機能使用時のログインとログアウトの実装方法，および実装
時の注意点について説明します。

（1） API を使用する場合
セッションフェイルオーバ機能では，String 型以外のオブジェクトは引き継げません。
したがって，ユーザ属性（UserAttributes）を引き継ぐには，必要な文字情報を取り出
して，グローバルセッション情報に格納する必要があります。
ここでは，セッションフェイルオーバ機能使用時のユーザ認証の実装例を示します。
（a） ログイン（セッションフェイルオーバ機能使用時）
ログインでは，ログインが成功したときのユーザ ID と必要なユーザ情報をグローバル
セッションに登録しておきます。
<%
LoginContext lc = new LoginContext("Example",
new WebPasswordHandler(request, response, null, "login.html", true));
try {
lc.login();
Subject subject = lc.getSubject();
session.setAttribute("ExampleSubject", subject);
// Subjectを
HttpSessionに格納
String uid =
((Principal)subject.getPrincipals().iterator().next()).getName();
session.setAttribute("ExampleUserID", uid);
//ユーザIDをグローバルセッ
ションに格納します。
UserAttributes attr =
(UserAttributes)lc.getSubject().getPublicCredentials().iterator().next()
;
session.setAttribute("telephoneNumber", attr.getAttribute("tel"));
//電話番号をグローバ
ルセッションに格納します。
} catch (LoginException e) { ... }
%>

ユーザ ID は SFO サーバの障害発生時に備えて，読み取り専用で登録することを推奨し
ます。
（b） ログアウト（セッションフェイルオーバ機能使用時）
ログアウトは，ログイン時に取得した Subject とグローバルセッションに登録されてい
るユーザ ID と HttpSession を使って行います。ただし，フェイルオーバが発生したあと
は，Subject オブジェクトが null になっているので，新たに Subject を生成して指定し
てください。
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<%
try {
String uid = (String)session.getAttribute("ExampleUserID");//グローバ
ルセッションからユーザIDを取得
Subject subject = (Subject)session.getAttribute("ExampleSubject");
LoginContext lc = new LoginContext("Example",
(subject != null) ? subject : new Subject(), //Subjectがnullの場合
は，新規にSubjectを生成します。
new WebLogoutHandler(session, uid));
//WebLogoutHandlerを
LoginContextに設定します。
session.removeAttribute("ExampleUserID");
lc.logout();
} catch (LoginException e) { ... }
%>

（c） セッションタイムアウト時のログアウト（セッションフェイルオーバ機能使用時）
セッションタイムアウト時にログアウトするためには，HttpSessionBindingListener イ
ンタフェースを実装したオブジェクトを HttpSession オブジェクトに設定します。ただ
し，フェイルオーバ発生後は，HttpSession が新しく生成されるので登録したオブジェ
クトはなくなります。画面遷移などのタイミングでオブジェクトがなくなっていないか
確認し，なくなっていれば再登録する必要があります。
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<%
LoginContext lc = new LoginContext("Portal",
new WebPasswordHandler(request, response, null, "login.html", true));
try {
lc.login();
Subject subject = lc.getSubject();
String uid =
((Principal)subject.getPrincipals().iterator().next()).getName();
session.setAttribute("PortalSubject", subject);
// Subjectを
HttpSessionに格納
session.setAttribute("PortalUserID", uid);
// ユーザIDをグローバルセッ
ションに格納します。
session.setAttribute("myLogoutObject",
// セッションタイムアウト時
にログアウト処理を
new MyListener("Portal", "PortalUserID", "PortalSubject")); //行うオ
ブジェクトをHttpSessionに設定。
} catch (LoginException e) { ... }
%>
<%!
class MyListener implements
// セッションタ
イムアウト時に
HttpSessionBindingListener, java.io.Serializable {
// ログアウト処
理を行うクラス。
String name;
String userName;
String subjectName;
public MyListener(String name, String userName, String subjectName) {
this.name = name;
this.userName = userName;
this. subjectName = subjectName;
}
public void valueBound(HttpSessionBindingEvent ev) {}
public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent ev) {
String uid = (String)ev.getSession().getAttribute(userName);
Subject subject =
(Subject)ev.getSession().getAttribute(subjectName);
try {
LoginContext ctx = new LoginContext(name,
(subject != null) ? subject : new Subject(),
new WebLogoutHandler(ev.getSession(), uid));
ctx.logout();
} catch (LoginException e) { ... }
}
}
%>

（d） ログイン状態のチェック（セッションフェイルオーバ機能使用時）
フェイルオーバが発生した場合，ログアウトするために登録した
HttpSessionBindingListener インタフェースの実装したオブジェクトがなくなっていま
す。したがって，オブジェクトがないか確認し，なくなっていれば再登録する必要があ
ります。
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<%!
if (LoginUtil.check(request, response)) {
HttpSession session = request.getSession();
if (session.getAttribute("myLogoutObject") == null) {
session.setAttribute("myLogoutObject",
new MyListener("Portal", session.getAttribute("userid"),
"PortalSubject");
}
} else {
//ログインしていない場合の処理
}
%>

（2） タグライブラリを使用する場合
セッションフェイルオーバ機能使用時は，ユーザ属性（UserAttributes）が引き継げな
いため，次のタグの使用が制限されます。
<ua:getAttributes/>
id 属性を指定した場合は，スクリプト変数に null を代入します。id 属性を指定して
いない場合は，何もしません。
<ua:getAttribute/>
id 属性を指定した場合は，スクリプト変数に null を代入します。id 属性を指定して
いない場合は，何もしません。
<ua:getAttributeNames/>
id 属性を指定した場合は，スクリプト変数に null を代入します。id 属性を指定して
いない場合は，何もしません。
ユーザ属性（UserAttributes）を引き継ぐには，必要な文字情報を取り出して，グロー
バルセッション情報に格納する必要があります。

（3） シングルサインオンを使用する場合の注意
同一レルムおよび同一ユーザで多重ログインするような処理にしないでください。多重
ログインが発生した場合，シングルサインオンが正しく機能しない場合があります。

13.10.3

セッションフェイルオーバ機能使用時の DD の定義

統合ユーザ管理でのセッションフェイルオーバ機能は，DD（web.xml）にフィルタ定義
を追加することで有効になります。
ここでは，セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に定義が必要な，
GSInfoKey-RW（グローバルセッション情報として使用する情報（読み込み専用））と
GSInfosLengthMax（グローバルセッション情報の最大サイズ）について示します。
「12.7.4
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（1） GSInfoKey-RW の定義（統合ユーザ管理・セッションフェイルオー
バ機能）
次のパッケージを定義します。
com.cosminexus.admin.auth.user_data

（2） GSInfosLengthMax の定義（統合ユーザ管理・セッションフェイル
オーバ機能）
次の計算式で求めた統合ユーザ管理で使用する値に，アプリケーションで使用する値を
足した値を定義します。なお，式中の 1,500 と 1,200 という固定値は，統合ユーザ管理
の管理情報を保存するために必要な値です。
● API を使用する場合
パスワード保存機能を使用しない場合
｛1,500 ＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋ 1,200）×レルム数｝× 2
パスワード保存機能を使う場合
｛1,500 ＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋パスワードの最大長＋ 1,200）
×レルム数｝× 2
● タグライブラリを使用する場合
パスワード保存機能を使用しない場合
｛1,500 ＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋ login タグの id 属性値の長さ＋
login タグの entry 属性値の長さ＋ 1,200）×レルム数｝× 2
パスワード保存機能を使う場合
｛1,500 ＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋ login タグの id 属性値の長さ＋
login タグの entry 属性値の長さ＋パスワードの最大長＋ 1,200）×レルム数｝×
2
統合ユーザ管理で使用する GSInfosLengthMax の計算例
条件
• API を使用する。
• パスワード保存機能は使用しない。
• レルム名の長さが 10 文字。
• ユーザ名の最大長が 20 文字。
• シングルサインオンを行うシステムの数が 3（レルム数）。
計算式
｛1,500 ＋（10 ＋ 20 ＋ 1,200）× 3｝× 2 ＝ 10,380
設定に誤りがある場合は，セッションフェイルオーバが正しく行われません。
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合で，統合ユーザ管理のセッションフェイ
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ルオーバ機能を無効にする場合は，統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル
（ua.conf）の設定で変更します。統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルについ
ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

（3） DD の定義例（統合ユーザ管理・セッションフェイルオーバ機能）
統合ユーザ管理でセッションフェイルオーバ機能を使用する場合の DD の定義例を示し
ます。
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-RW</param-name>
<param-value>com.cosminexus.admin.auth.user_data</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-R</param-name>
<param-value></param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfosLengthMax</param-name>
<param-value>10380</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>SFOServerName</param-name>
<param-value>sfo_server1</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDCookieName</param-name>
<param-value>GSESSIONID</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>LockTimeout</param-name>
<param-value>30</param-value>
</init-param>
</filter>
：
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13.11 カスタムログインモジュールの実装
Cosminexus 標準のログインモジュール以外の手段でユーザ認証する場合は，カスタム
ログインモジュールとして作成して，Cosminexus 標準のログインモジュールと連携し
て使用します。

13.11.1 Cosminexus 標準のログインモジュールと連携する
ための情報
JAAS では，一度の認証で複数の認証モジュールを順次呼び出せます。これらの認証モ
ジュールでは，LoginModule インタフェースの initialize メソッドの第 3 パラメタに渡
される Map オブジェクト（sharedState）を利用して情報を渡します。ここでは，
Cosminexus 標準のログインモジュール別に，追加する情報を示します。なお，
DelegationLoginModule および WebPasswordJDBCLoginModule では，情報は追加し
ません。

（1） WebPasswordLoginModule，WebCertificateLoginModule，および
WebPasswordLDAPLoginModule
WebPasswordLoginModule，WebCertificateLoginModule，および
WebPasswordLDAPLoginModule では，次の LoginModule を呼び出す前に
sharedState に次に示す情報を追加します。
キー：com.cosminexus.admin.auth.userattributes
値の型：UserAttributes
説明：Subject に関連づけたユーザ属性を格納した UserAttributes オブジェクトを
参照します。
設定されるタイミング：commit メソッド終了直前

（2） WebSSOLoginModule
同一セッション内で認証済みであれば，そのユーザに対応するユーザマッピングから該
当レルムのユーザの認証情報を取得して，カスタムログインモジュールを呼び出す前に
次に示す情報を sharedState に追加します。該当セッションで初めて認証する場合や，
ユーザマッピング上に認証情報がない場合は，情報を追加しません。
キー：com.cosminexus.admin.auth.sso.userid
値の型：String
説明：ユーザマッピングの USERID で定義した値です。
設定されるタイミング：カスタムログインモジュールの login メソッドを呼び出す直
前
キー：com.cosminexus.admin.auth.sso.secdat
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値の型：String
説明：ユーザマッピングの SECRETDATA で定義した値です。sharedState に格納
される場合は，復号化されて格納されます。
設定されるタイミング：カスタムログインモジュールの login メソッドを呼び出す直
前
キー：com.cosminexus.admin.auth.sso.pubdat
値の型：String
説明：ユーザマッピングの PUBLICDATA で定義した値です。
設定されるタイミング：カスタムログインモジュールの login メソッドを呼び出す直
前
また，各キーについては，統合ユーザ管理フレームワークのコンフィグレーションファ
イルで変更できます。すでにカスタムログインモジュールがあり，sharedState から認
証情報を取得できる場合，そのカスタムログインモジュールの仕様に合わせたキーにで
きます。コンフィグレーションファイルの設定内容については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。

13.11.2

カスタムログインモジュールの実装時の留意点

カスタムログインモジュールを作成するには，JAAS の SPI である LoginModule インタ
フェースを継承して必要な処理を実装します。カスタムログインモジュールを実装する
場合の，LoginModule インタフェースの実装時の留意点を示します。また，ユーザ ID
を管理する Principal オブジェクトの実装時の留意点を示します。

（1） LoginModule インタフェースの実装時の留意点
● login メソッド
シングルサインオンに対応するには，最初に sharedState 内にユーザ ID とパスワー
ドが指定されていないか判断してください。なお，sharedState からユーザ ID とパス
ワードを取得するための名前については，統合ユーザ管理フレームワークのコンフィ
グレーションファイルで指定できます。
● commit メソッド
Principal オブジェクトを Subject に設定してください。Principal オブジェクトが複
数ある場合，WebSSOLoginModule および DelegationLoginModule では最初に見つ
かった Principal オブジェクトを使用して統合ユーザ管理のセッションへユーザ ID の
登録をします。シングルサインオンの場合は，最初にログインしたユーザ ID を認識
するために使用します。
● logout メソッド
logout メソッドは，commit メソッドで Subject に関連づけた Principal オブジェクト
や Credential（ユーザ属性など）を削除しますが，logout メソッド使用時に次の現象
が発生することがあります。
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• logout メソッドが呼ばれたとき，Subject に Credential が設定されない
• ログアウト時にカスタムログインモジュールの commit メソッドまたは login メ
ソッドで設定したメンバ属性の値が参照できない
Credential が設定されない現象は，シリアライズ化できる Subject オブジェクトのシ
リアライズ対象に，Credential が含まれていないために発生することがあります。
ログアウト時にメンバ属性の値が参照できない現象は，JAAS の LoginContext
（LoginModule を含む）がシリアライズ化されたオブジェクトではないために発生し
ます。LoginContext は HttpSession に Subject オブジェクトを格納し，ログアウト
するために Subject オブジェクトから新たなログインモジュールのインスタンスを生
成するため，commit メソッドや login メソッドで設定したメンバ属性の値が参照でき
なくなります。

（2） Principal オブジェクトの実装時の留意点
Principal オブジェクトは，java.security.Principal と java.io.Serializable のインタ
フェースを継承して実装してください。

13.11.3 カスタムログインモジュールの実装例
カスタムログインモジュールおよび Principal オブジェクトの実装例を示します。
カスタムログインモジュールの実装例では，最初にセッションフェイルオーバ機能を使
用しない場合の例を示します。セッションフェイルオーバ機能を使用する場合の例は，
セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合と異なる部分だけ示します。

（1） セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合の実装例
セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合のカスタムログインモジュールの実装
例を示します。
/**
* LoginModuleの実装クラスは，LoginModuleインタフェースを継承して作成します。
*
*/
public class ExampleLoginModule implements LoginModule
{
// initialize()メソッドに渡ってきたパラメタの値を各メソッドで参照するために使用
されます。
private Subject subject;
private CallbackHandler callbackHandler;
private Map sharedState;
private Map options;
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// sharedStateからユーザIDおよびパスワードの値を取り出すときの名称を定義します。
//
simple.login.username ， "simple.login.password";は，統合ユーザ管理
のコンフィグレーションファイルで
// 指定できます。
private static final String USERNAME = "simple.login.username";
private static final String PASSWORD = "simple.login.password";

// 認証の判定をするユーザIDを格納します。この値は，login()で設定され，commit()
で参照されます。
private String username;

// login()の正否を格納します。trueなら，login()が成功しており，falseなら
login()が失敗しています。
// この値は，login()で設定されcommit()で参照されます。
private boolean succeeded;
// commit()の正否を格納します。trueなら，commit()が成功しており，falseなら
commit()が失敗しています。
// この値は，commit ()で設定されabort ()で参照されます。
private boolean commitSucceeded;
/**
* initialize()メソッドでは，引数に渡ってきたパラメタをメンバ変数に覚えます。
* また，これ以外に初期化が必要な処理があればそれを行います。
* (本クラスインスタンス時に1回だけ呼ばれる)
*
*/
public void initialize(Subject subject, CallbackHandler
callbackHandler, Map sharedState, Map options)
{
this.subject = subject;
this.callbackHandler = callbackHandler;
this.sharedState = sharedState;
this.options = options;
}

/**
* login ()メソッドでは，認証に必要なユーザIDの取得と認証処理を行います。
* 本例では，認証に成功した場合succeededにtrueを設定します。また，usernameに認
証したユーザID
* を格納します。
*
*/
public boolean login()
throws LoginException
{
// SSOに対応するには，最初にsharedState内にユーザID•パスワードを取り出しま
す。
this.username = (String)this.sharedState.get(USERNAME);
String password = (String)this.sharedState.get(PASSWORD);

// sharedState内にユーザIDがない場合，CallbackHandlerを使ってユーザID/
パスワードの
// 取り出しを行います。(この例では，WebPasswordCallbackに値を設定してくれ
る，WebPasswordHandlerが
// が前提になります)
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if (this.username == null || this.username.length() == 0) {
WebPasswordCallback webpc = new WebPasswordCallback();
webpc.setOption(WebPasswordCallback.GETPW);
Callback callbacks[] = new Callback[] { webpc };
try {
this.callbackHandler.handle(callbacks);
}
catch (Exception ex) {
// 例外処理を行います。
}
// CallbackからユーザIDとパスワードを取り出します。
this.username = webpc.getName();
password = webpc.getPassword();
}
// 認証で使用するユーザIDの有無を調べます。もし，ユーザIDがない場合は，例外
を上げます。
if (this.username == null || this.username.length() == 0) {
throw new FailedLoginException();
}
// 各アプリケーションの認証処理を行います。
// 認証した結果，問題がなければsucceededにtrueを設定します。
/* ここに認証処理を入れる。 */
if (!succeeded) {
throw new FailedLoginException();
}
return succeeded;
}
/**
* commit ()メソッドでは，認証したことを示すために，Principalオブジェクトを
Subjectに関連づけます。
* (SimplePrincipalは，PrincipalとSerializableのインタフェースを継承して作成
されたクラスです。
*
*/
public boolean commit()
throws LoginException
{
// PrincipalオブジェクトをSubjectに関連づけます。これにより，統合ユーザ管
理で管理している
// ログインセッション管理に参加したり，SSOの機能に対応することができます。
this.subject.getPrincipals().add( new
SimplePrincipal(this.username) );
/* ユーザ属性があるなら，それもSubjectに関連づける処理を入れる。 */
return this.commitSucceeded = true;
}

919

13.

統合ユーザ管理

/**
* abort ()メソッドでは，login()メソッドcommit()メソッドで障害があった場合にリ
カバリするために
* 呼び出されます。
*
*/
public boolean abort()
throws LoginException
{
if (this.commitSucceeded) {
// Subjectに関連づけているPrincipalやユーザ属性を解放します。
// この例ではlogout()メソッドを呼び出して解放します。
logout();
}
return true;
}
/**
* logout ()メソッドでは，ログアウトする場合に呼び出されます。
* このメソッドでは，Subjectに関連づけられているPrincipalやユーザ属性を解放する
ために使用されます。
*
*
*/
public boolean logout()
throws LoginException
{
// SubjectからPrincipalやユーザ属性を削除する処理を入れます。
return true;
}
}

（2） セッションフェイルオーバ機能を使用する場合の実装例
login メソッドと commit メソッドについては，セッションフェイルオーバ機能を使用し
ない場合と同じです。ここでは，違いのある logout メソッドの実装方法を示します。
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/**
* LoginModuleの実装クラスは，LoginModuleインタフェースを継承して作成します。
*/
public class ExampleLoginModule implements LoginModule
{
：
/**
* logout ()メソッドでは，ログアウトする場合に呼び出されます。
* このメソッドでは，ログイン時に取得したリソースを解放するために使用されます。
*/
public boolean logout() throws LoginException
{
if (callbackHandler != null) {
WebLogoutCallback callback = new WebLogoutCallback();
try {
callbackHandler.handle(new Callback[]{callback});
} catch (Exception e) { ... }
String uid = callback.getUserID();
HttpSession session = callback.getSession();
//リソースを解放する処理を入れます。
//例えば，グローバルセッションに登録した情報を削除するなど。
}
return true;
}
}

logout メソッドでは，ログイン時に取得したリソースを解放します。セッションフェイ
ルオーバ機能を使用する場合，Subject や Principal はフェイルオーバされないことに注
意してください。

（3） Principal オブジェクトの実装例
Principal オブジェクトは，java.security.Principal と java.io.Serializable のインタ
フェースを継承して作成してください。Principal オブジェクトの実装例を示します。
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import java.security.Principal;
import java.io.Serializable;
/**
* Principalの実装クラスは，PrincipalとSerializableインタフェースを継承して作成し
ます。
*
*/
public class SimplePrincipal implements Principal, Serializable
{
private String name;
public SimplePrincipal(String name) {
if (name == null) throw new NullPointerException();
this.name = name;
}
public String getName() { return name; }
public String toString() { return getName(); }
public boolean equals(Object o) {
if (o == null) return false;
if (this == o) return true;
if (!(o instanceof SimplePrincipal)) return false;
SimplePrincipal rhs = (SimplePrincipal)o;
if (getName().equals(rhs.getName())) return true;
return false;
}
public int hashCode() { return getName().hashCode(); }
}
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13.12 統合ユーザ管理の運用
この節では，統合ユーザ管理の運用方法について説明します。

13.12.1

リポジトリ管理

統合ユーザ管理では，ユーザ情報を管理するリポジトリとして，LDAP ディレクトリ
サーバまたはデータベースを使用できます。
LDAP ディレクトリサーバを使用する場合，ユーザ情報は次に示す方法で登録できます。
● LDAP ディレクトリサーバが提供するコマンドによって登録する
ご使用の LDAP ディレクトリサーバで提供されているコマンドを使用してください。
コマンドによって，ldif ファイルで定義した内容に基づいた一括登録などができます。
● 統合ユーザ管理 API を使用して開発したアプリケーションから登録する
ユーザ認証ライブラリおよびシングルサインオンライブラリを使用してユーザ認証を
実行するアプリケーションを開発してください。統合ユーザ管理フレームワークを使
用したユーザ認証の実装については，「13.7

統合ユーザ管理フレームワークによる

ユーザ認証の実装の概要」を参照してください。

13.12.2 リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバ）の接続
フェイルオーバ
LDAP ディレクトリサーバをレプリケーションによって多重化することで，一つの
LDAP ディレクトリサーバへのアクセスに失敗した場合，統合ユーザ管理が提供する標
準ログインモジュールはあらかじめ設定した別の LDAP ディレクトリサーバにユーザ情
報，シングルサインオン情報の参照先の切り替えを自動的にできます。
例えば，次の図に示す構成では，J2EE サーバ 1 が使用している LDAP ディレクトリ
サーバ slave1 がダウンした場合，使用する LDAP ディレクトリサーバを自動的に
slave2 に切り替えて認証処理ができます（slave2 もダウンしている場合は slave3 へ切り
替えます）。
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図 13-22 LDAP ディレクトリサーバの多重化の構成例

設定されている LDAP ディレクトリサーバに順番にアクセスし，すべてのサーバでアク
セスが失敗した場合，認証が失敗します。
LDAP ディレクトリサーバがダウンしているかどうかの判断方法を次に示します。
1. javax.naming.CommunicationException 例外が発生します。
この例外の原因としては，接続先ホストから接続を拒否された場合などが考えられま
す。詳細については，JDK のドキュメントを参照してください。
2. リトライを実行します。
リトライは，あらかじめ設定した回数分実行されます。
3. リトライしても LDAP ディレクトリサーバにアクセスできない場合，ダウンしている
と見なされます。
設定されているすべての LDAP ディレクトリサーバがダウンしている場合，認証は失敗
し，LoginContext クラスの login メソッドの呼び出し元に LoginException 例外が発生
します。
各 LDAP ディレクトリサーバへの接続情報は，ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグ
レーションファイル）で設定して，JAAS アプリケーションごとに jaas.conf（JAAS の
コンフィグレーションファイル）で使用する LDAP の設定を一つ以上指定します。
ua.conf およびコンフィグレーションファイルの内容の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

また，PasswordUtil クラスによるパスワードの変更も接続フェイルオーバに対応してい
ます。マスタサーバに対してパスワードの変更をします。次の図に示すようなマルチマ
スタ構成の場合に使用できます。

924

13.

統合ユーザ管理

図 13-23 LDAP ディレクトリサーバの多重化の構成例（マルチマスタ構成）

なお，接続フェイルオーバをする場合，LDAP ディレクトリサーバのエントリのツリー
構造およびエントリの内容を同一にしてください。

925

第3編

14

バッチアプリケーション実行基盤としての機能

バッチサーバ
この章では，バッチアプリケーション実行環境の概要と，バッ
チサーバで提供している機能について説明します。

14.1 バッチアプリケーション実行環境の概要
14.2 バッチアプリケーション実行機能
14.3 EJB アクセスで使用できる機能
14.4 ネーミング管理が提供する機能
14.5 リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
14.6 ガーベージコレクション制御機能
14.7 コンテナ拡張ライブラリ
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14.1 バッチアプリケーション実行環境の概要
バッチサーバとは，バッチアプリケーションを実行するためのサーバです。バッチ実行
コマンドを使用して，バッチサーバ上のバッチアプリケーションを実行します。
バッチアプリケーションの実行環境は，JP1/AJS2 と連携できます。バッチ実行コマンド
をあらかじめ JP1/AJS2 のジョブとして定義しておくことで，JP1/AJS2 からバッチアプ
リケーションを実行できます。また，実行中のバッチアプリケーションを強制停止する
こともできます。バッチアプリケーションの強制停止には，バッチ強制停止コマンドを
使用します。バッチ強制停止コマンドも，JP1/AJS2 のジョブとして定義できます。
バッチアプリケーション実行の流れを次の図に示します。
図 14-1

バッチアプリケーション実行の流れ

ここでは，バッチアプリケーション実行の流れ，およびシステムの構築・運用の概要を
説明します。

14.1.1

バッチアプリケーションを実行するシステム

バッチアプリケーションを実行するシステムは，JP1/AJS2 と連携して運用します。ま
た，JP1/AJS2 に加えて，BJEX を使用して運用することもできます。JP1/AJS2 や
BJEX を使用すると，バッチサーバの起動・停止や，バッチアプリケーションの開始を
ジョブとして定義できるので，バッチアプリケーションを自動実行できます。また，
BJEX を使用すると，バッチアプリケーションの実行コマンドの戻り値を使用したジョ
ブステップの条件付き実行機能を使用できます。ただし，BJEX との連携は AIX の場合
だけできます。
ここでは，JP1/AJS2 と連携するシステムと，JP1/AJS2 および BJEX と連携するシステ
ムに分けて説明します。
なお，システム構成については，「21.4.2
ログラム」を参照してください。
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（1） JP1/AJS2 と連携するシステム
バッチサーバを起動したり，バッチアプリケーションを実行したりする場合は，JP1/
AJS2 から操作します。JP1/AJS2 では，あらかじめバッチサーバやバッチアプリケー
ションの操作をジョブとして定義します。バッチサーバおよびバッチアプリケーション
操作の流れを次の図に示します。
図 14-2

バッチサーバおよびバッチアプリケーション操作の流れ（JP1/AJS2 連携）

バッチサーバは，JP1/AJS2 からアプリケーションサーバの Management Server を経由
して起動します。一方，バッチアプリケーションの実行や強制停止は，JP1/AJS2 から直
接バッチアプリケーションに対して実行します。JP1/AJS2 ではこれらの操作を UNIX
ジョブまたは PC ジョブとしてあらかじめ定義しておきます。
JP1/AJS2 でのジョブ定義については，
「15.1

バッチアプリケーションの実行方法」を

参照してください。

参考
Management Server を配置しない構成もできます。ただし，バッチアプリケーションの強
制停止に失敗したときには，バッチサーバの再起動が必要になります。Management
Server を使用してバッチサーバを監視すると，トラブル発生時にバッチサーバを自動再起
動できるため，Management Server を使用する運用をお勧めします。

（2） JP1/AJS2 および BJEX と連携するシステム
サーバを起動したり，バッチアプリケーションを実行したりするには，JP1/AJS2 や
BJEX から操作します。JP1/AJS2 および BJEX では，あらかじめバッチサーバやバッ
チアプリケーションの操作をジョブとして定義します。バッチサーバおよびバッチアプ
リケーション操作の流れを次の図に示します。
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図 14-3

バッチサーバおよびバッチアプリケーション操作の流れ（JP1/AJS2 および
BJEX 連携）

バッチサーバは，JP1/AJS2 からアプリケーションサーバの Management Server を経由
して起動します。バッチアプリケーションの実行は，JP1/AJS2 から BJEX を経由して
バッチアプリケーションに対して実行します。また，バッチアプリケーションの強制停
止は JP1/AJS2 から直接バッチアプリケーションに対して実行します。このため，JP1/
AJS2 および BJEX で，次に示す操作をあらかじめジョブに定義します。
• バッチサーバの起動
JP1/AJS2 の UNIX ジョブまたは PC ジョブとして定義します。
• バッチアプリケーションの実行
JP1/AJS2 の UNIX ジョブまたは PC ジョブとして BJEX のジョブステップを定義
し，BJEX のジョブステップにバッチアプリケーションの実行を定義します。
• バッチアプリケーションの強制停止
JP1/AJS2 のリカバリージョブとして定義します。
JP1/AJS2 や BJEX でのジョブ定義については，
「15.1

バッチアプリケーションの実行

方法」を参照してください。

参考
• Management Server を配置しない構成もできます。ただし，バッチアプリケーションの
強制停止に失敗したときには，バッチサーバの再起動が必要になります。Management
Server を使用してバッチサーバを監視すると，トラブル発生時にバッチサーバを自動再
起動できるため，Management Server を使用する運用をお勧めします。
• バッチサーバでは BJEX のジョブログ出力機能を使用できます。ただし，ジョブログ出力
機能で出力されるログには，cjexecjob コマンドの CPU 使用時間およびメモリ使用量が出
力されます。BJEX のジョブステップの CPU 使用時間およびメモリ使用量は出力できま
せん。
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バッチサーバで提供する機能

バッチサーバではバッチアプリケーションを実行する機能として，バッチサービスを提
供しています。cjexecjob コマンドを実行すると，バッチサービスはバッチアプリケー
ションの情報を基に，バッチアプリケーションの実行を開始します。また，バッチアプ
リケーションを強制停止する cjkilljob コマンドを実行すると，実行中のバッチアプリ
ケーションに対して強制停止を実行します。バッチサービスには，次に示す機能があり
ます。
• バッチアプリケーション実行機能
• EJB アクセス機能
• ネーミング管理が提供する機能
• リソース接続とトランザクション管理が提供する機能
• ガーベージコレクション制御機能
• コンテナ拡張ライブラリの機能
それぞれの機能については，14.2 以降を参照してください。

14.1.3

バッチアプリケーションの実行環境の構築

バッチアプリケーションの実行環境は，Cosminexus で提供する Smart Composer 機能，
サーバ管理コマンド，および Server Plug-in を使用して構築します。バッチアプリケー
ションの実行環境の構築手順を次に示します。
1. Smart Composer 機能を使用してシステムを構築します。
簡易構築定義ファイルでシステム構成を定義し，Smart Composer 機能で提供するコ
マンドを使用して，システムを一括構築します。
2. サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用して，リソースアダプタを設定しま
す。
バッチアプリケーションからデータベースに接続する場合だけ実施します。
Smart Composer 機能，サーバ管理コマンド，および Server Plug-in については，
「16.
システムの構築」を参照してください。また，Smart Composer 機能を使用したシス
テム構築については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」のバッチアプ
リケーションを実行するシステムの構築に関する説明を参照してください。

！

注意事項
バッチサーバを複数構築する場合，サーバで使用する TCP/IP のポート番号を重複しないよ
う変更する必要があります。また，バッチサーバは J2EE サーバで使用している TCP/IP の
ポート番号を使用します。複数のバッチサーバを同時に起動する場合，およびバッチサーバ
と J2EE サーバを同時に起動する場合は，使用するポート番号が重複しないように設定して
ください。ポート番号については，マニュアル「Cosminexus

システム設計ガイド」を参

照してください。
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参考
バッチアプリケーションの実行環境は運用管理ポータルを使用して構築することもできま
す。運用管理ポータルを使用したバッチアプリケーションの実行環境の構築については，マ
ニュアル「Cosminexus

運用管理操作ガイド」のバッチアプリケーションを実行するシス

テムの構築と削除に関する説明を参照してください。

14.1.4

バッチアプリケーションの実行環境の運用

バッチアプリケーションの実行環境は次の順序で運用します。
1. システムの起動
Smart Composer 機能で提供するコマンドを使用して，バッチサーバを含むシステム
全体を起動します。バッチアプリケーションからリソースに接続する場合は，DB
Connector も開始します。
2. バッチアプリケーションの実行
cjexecjob コマンドを使用してバッチアプリケーションを開始します。
3. バッチサーバの停止
Smart Composer 機能で提供するコマンドを使用して，バッチサーバを含むシステム
全体を停止します。
JP1/AJS2 と連携する場合は，JP1/AJS2 からバッチサーバおよびバッチアプリケーショ
ンを開始できます。また，JP1/AJS2 および BJEX と連携する場合は JP1/AJS2 から
バッチサーバを，BJEX からバッチアプリケーションを開始できます。
システムの起動および停止の詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運
用ガイド」のシステムの開始に関する説明を参照してください。バッチアプリケーショ
ンの開始方法については，「15.1

バッチアプリケーションの実行方法」を参照してくだ

さい。
また，バッチアプリケーションを実行するシステムでは次の運用機能を使用できます。
● システムの日常運用を支援する機能
バッチサーバの稼働状況や，バッチサーバのリソースの使用状況を監視できます。シ
ステムの日常運用を支援する機能については，
「17. システムの日常運用」を参照し
てください。
● システムの保守を支援する機能
バッチサーバの障害を検知したときに，トラブルシューティングの資料を取得できま
す。システムの保守を支援する機能については，
「18. システムの保守」を参照して
ください。
● システムの監査を支援する機能
システムの構築者や運用者が Cosminexus のプログラムに対して実行した操作や履歴
を出力できます。また，バッチアプリケーションがデータベースにアクセスした際に
使用したアカウントを記録できます。システムの監査を支援する機能については，
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「20. システムの監査」を参照してください。

14.1.5

マルチバイト文字の使用について

次に示す個所でマルチバイト文字を使用する場合は，これらの個所すべてでマルチバイ
ト文字のエンコードを同じにしてください。
• バッチアプリケーション用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）内にマルチバイト
文字を使用する場合
• バッチサーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）内にマルチバイト文字を使用
する場合
• cjexecjob コマンドの引数にマルチバイト文字を指定する場合
• バッチアプリケーションのソースコードで，java.lang.System.out または
java.lang.System.err にマルチバイト文字を出力する場合
また，バッチサーバと cjexecjob コマンドを実行するコンソールの環境変数 LANG には，
対応する文字エンコードを表示できるようにしてください。
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14.2 バッチアプリケーション実行機能
バッチアプリケーション実行機能は，バッチサーバで提供する機能の一つです。バッチ
アプリケーション実行機能は，バッチアプリケーションを実行したり，バッチアプリ
ケーションが出力したデータをログ出力機能に出力したりします。
ここでは，バッチアプリケーション実行機能について説明します。

14.2.1

バッチアプリケーション実行機能の概要

バッチアプリケーション実行機能とは，バッチアプリケーションを実行するための機能
です。バッチアプリケーションは，バッチアプリケーション実行機能で提供されている
バッチクラスローダ上で実行されます。また，実行中のバッチアプリケーションが出力
した内容は，ログ出力機能に出力されます。
バッチアプリケーション実行機能について次の図に示します。
図 14-4

バッチアプリケーション実行機能の概要

また，バッチアプリケーション実行機能は，EJB アクセス機能やリソース接続機能と連
携できます。
• EJB アクセス機能と連携すると，バッチアプリケーションからほかの J2EE サーバの
EJB にアクセスできます。
• リソース接続機能と連携すると，バッチアプリケーションからデータベースに接続で
きます。
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EJB アクセス機能については「14.3 EJB アクセスで使用できる機能」を，リソース接
続機能については「14.5

リソース接続とトランザクション管理が提供する機能」を参

照してください。
次に，バッチアプリケーションのライフサイクルとバッチアプリケーションを実行する
クラスローダについて説明します。

（1） バッチアプリケーションのライフサイクル
バッチアプリケーションは，cjexecjob コマンドを使用して開始します。次の図を使用し
て，バッチアプリケーションのライフサイクルについて説明します。
図 14-5

バッチアプリケーションのライフサイクル

1. cjexecjob コマンドを実行すると，バッチアプリケーションはバッチクラスローダに
よってロードされます。
2. バッチアプリケーションがバッチサーバ上で実行されます。
3. バッチアプリケーションの処理が終了します。
バッチアプリケーションの処理終了後に，バッチアプリケーションをロードしたバッ
チクラスローダがガーベージコレクションされます。
4. バッチアプリケーションのクラスがアンロードされます。

（2） バッチアプリケーションを実行するクラスローダ
バッチアプリケーション実行時には，バッチサーバ上でバッチアプリケーション用のク
ラスローダが生成されます。バッチアプリケーションはクラスローダ上で実行されます。
バッチアプリケーション用のクラスローダの構成を次の図に示します。
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図 14-6

バッチアプリケーションを実行するクラスローダの構成

図のそれぞれのクラスローダについて説明します。
• システムクラスローダ
Cosminexus の構成ソフトウェアが提供するクラスをロードします。
• コネクタクラスローダ
リソースアダプタに含まれるクラスをロードします。バッチサーバ内に一つだけ存在
します。
• バッチクラスローダ
バッチアプリケーションに含まれるクラスをロードします。cjexecjob コマンド実行ご
とに作成され，バッチアプリケーション終了時に破棄されます。バッチアプリケー
ションを実行するスレッドのコンテキストクラスローダは，バッチクラスローダです。
なお，バッチクラスローダ生成時には，バッチクラスローダが生成されたことを示す
メッセージが出力されます（メッセージ KDJE55013-I）。また，バッチクラスローダが
ガーベージコレクションされたことを示すメッセージも出力されます（メッセージ
KDJE55014-I）。

14.2.2

バッチアプリケーションの実行

バッチアプリケーションは，cjexecjob コマンドで開始します。バッチアプリケーション
の main メソッドの実行が終わると，バッチサーバはフルガーベージコレクションを実
行します。ここでは，バッチアプリケーションの開始と終了について説明します。

（1） バッチアプリケーションの開始
cjexecjob コマンドにバッチアプリケーションのクラス名とクラスパスを指定すると，
cjexecjob コマンドに指定したバッチアプリケーションが開始します。バッチアプリケー
ション開始時の処理を次に示します。
1. バッチアプリケーションの開始処理を開始することを示すメッセージ
（KDJE55000-I）を出力します。
2. バッチアプリケーションの main メソッドを開始することを示すメッセージ
（KDJE55001-I）を出力します。
3. public static void main(String[]) メソッドまたは public static int main(String[]) メ
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ソッドを実行します。
バッチアプリケーションの開始時には，cjexecjob コマンドに指定した実行クラスの
public static void main(String[]) メソッドまたは public static int main(String[]) メソッ
ドが呼び出されます。メソッドの引数には，cjexecjob コマンドのクラス名のあとに指定
した引数を設定します。
バッチアプリケーションの開始に失敗する場合
バッチアプリケーションに main メソッドが定義されていない場合などには，バッ
チアプリケーションの開始は失敗します。なお，バッチアプリケーションの開始に
失敗すると，バッチサーバと cjexecjob コマンドは次のように動作します。
• バッチサーバの動作
メッセージを出力し，バッチアプリケーション開始に失敗した情報とメッセージ
文字列を cjexecjob コマンドに返します。
• cjexecjob コマンドの動作
バッチサーバから受け取ったメッセージ文字列を出力し，異常終了します。なお，
コマンドの戻り値は 1 です。
次の表に，バッチアプリケーションの開始に失敗する条件，およびバッチサーバが
出力するメッセージを示します。
表 14-1

バッチアプリケーションの開始に失敗する条件

バッチアプリケーションの開始に失敗する条件

バッチサーバが出力する
メッセージ

usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイ
ル）の読み込みに失敗した。

KDJE55035-E

cjexecjob コマンドに指定したクラスが存在しない。

KDJE55006-E

public static void main(String[]) メソッドまたは public static int
main(String[]) メソッドが定義されていない。
public static void main(String[]) メソッドまたは public static int
main(String[]) メソッドのどちらともシグニチャが異なる。
cjexecjob コマンドに指定したクラスのロード時に，
java.lang.NoClassDefFoundError が発生した。

KDJE55007-E

public static void main(String[]) メソッドまたは public static int
main(String[]) メソッド呼び出し時に必要なクラスが見つからない。
static{} ブロック内でエラーが発生した。
上記以外の問題で main メソッドが実行できない。

KDJE55008-E

なお，バッチアプリケーションの作成については，
「15.2 バッチアプリケーションの作
成」を参照してください。
バッチアプリケーション実行時の注意
バッチアプリケーションの開始時には，使用する EJB および DB Connector が存在
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するかどうかの確認は実施しません。バッチアプリケーションから参照している
EJB または DB Connector がない場合は，バッチアプリケーション実行中に実行時
エラーになります。バッチアプリケーションを開始する前に，参照先の EJB がある
かどうかを確認してください。また，DB Connector を使用してバッチアプリケー
ションからデータベースに接続する場合は，バッチサーバで DB Connector を開始
しておいてください。

（2） バッチアプリケーションの終了
バッチアプリケーションの main メソッドの実行が終わると処理が終了します。バッチ
アプリケーション終了時の処理を次に示します。
1. バッチアプリケーション終了処理を開始することを示すメッセージ（KDJE55002-I）
を出力します。
2. バッチアプリケーションの終了処理が完了したことを示すメッセージ
（KDJE55003-I）を出力します。
3. フルガーベージコレクションを実行します。
4. cjexecjob コマンドにバッチアプリケーションの終了コードを送信します。
なお，バッチアプリケーション実行中に［Ctrl］＋［C］やシグナルなどによって
cjexecjob コマンドを終了しても，バッチアプリケーションの実行は終了しません。バッ
チアプリケーションの実行を強制停止したい場合，cjkilljob コマンドを実行してくださ
い。ただし，cjkilljob コマンドで強制終了した場合，cjexecjob コマンドの終了コードは
不定となります。
バッチ強制停止コマンドについては，「14.2.3

バッチアプリケーションの強制停止」を

参照してください。
バッチアプリケーションの終了条件
次の表に，バッチアプリケーションの終了条件と，そのときのバッチサーバや
cjexecjob コマンドの動作を示します。
表 14-2

バッチアプリケーションの終了条件

バッチアプリケーションの終了
条件
main メソッドを最後まで実行
した。
public static void
main(String[]) メソッドで
return 文を実行した。
public static int main(String[])
メソッドで return < 終了コード
> を実行した。
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KDJE55002-I 出力して，バッ
チアプリケーションの実行を終
了する。終了後に
KDJE55003-I を出力する。

cjexecjob コマンドの動作

正常終了する。
戻り値：0

正常終了する。
戻り値：return に指定した終了
コード
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バッチサーバの動作

cjexecjob コマンドの動作

main メソッドの外に，
java.lang.Throwable または
java.lang.Throwable を継承し
たクラスがスローされた。

KDJE55009-E を出力する。例
外のスタックトレースを例外ロ
グに出力する。バッチアプリ
ケーションの実行を終了する。

例外のスタックトレースを標準エ
ラー出力に出力する。バッチアプ
リケーションの実行を異常終了す
る。
戻り値：1

バッチサーバが終了した（バッ
チサーバの強制終了または予期
しない JavaVM のダウン）。

なし。

KDJE55021-E を出力して，バッ
チアプリケーションの実行を異常
終了する。
戻り値：1

バッチアプリケーションの終了
条件

14.2.3

バッチアプリケーションの強制停止

実行中のバッチアプリケーションを必要に応じて停止させることができます。これを，
バッチアプリケーションの強制停止といいます。ここでは，バッチアプリケーションの
強制停止について説明します。

（1） 強制停止で実行される処理
実行中のバッチアプリケーションを強制停止するには，cjkilljob コマンドを使用します。
cjkilljob コマンドを使用すると，バッチアプリケーションを実行しているスレッドに対
してメソッドキャンセルを実行してバッチアプリケーションを強制停止します。
メソッドキャンセルとは，実行中のメソッドをキャンセルする機能です。ただし，メ
ソッドを実行している領域によって，キャンセルできるメソッドとできないメソッドが
あります。メソッドをキャンセルできる領域のことを非保護区，メソッドをキャンセル
できない領域を保護区といいます。実行中のメソッドが非保護区の場合に，メソッド
キャンセルが実行されます。バッチアプリケーションの強制停止で実行されるメソッド
キャンセルは，J2EE アプリケーション実行時間の監視機能で実行されるメソッドキャン
セルと同じです。メソッドキャンセルの処理については，
「19.3.3 メソッドキャンセル
とは」を参照してください。
バッチアプリケーション強制停止時の処理を次に示します。
1. バッチアプリケーションの強制停止処理を開始することを示すメッセージ
（KDJE55004-I）を出力します。
2. public static void main(String[]) メソッドまたは public static int main(String[]) メ
ソッドのメソッドキャンセルを実行します。
なお，メソッドキャンセルに失敗した場合，KDJE55017-E を出力して強制停止に失
敗し，バッチサーバが強制停止します。強制停止に失敗した場合は，バッチサーバを
再起動してください。
3. バッチアプリケーションの強制停止処理が完了したことを示すメッセージ
（KDJE55005-I）を出力します。
4. フルガーベージコレクションを実行します。
5. cjexecjob コマンドにバッチアプリケーションの終了コードを送信します。
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次の表に，バッチアプリケーションの強制停止条件を示します。
表 14-3

バッチアプリケーションの強制停止の条件

バッチアプリケーションの強制
停止の条件

バッチサーバの動作

バッチアプリケーション実行中
にバッチ強制停止コマンドを実
行した。

KDJE55004-I 出力して，バッ
チアプリケーションの実行を強
制停止を開始する。強制停止の
完了時には KDJE55005-I を出
力する。強制停止に失敗したと
きは KDJE55017-E を出力す
る。

cjexecjob コマンドの動作

バッチ強制終了時の正常パス
戻り値：1

（2） バッチアプリケーションの強制停止に失敗した場合に備えて
バッチアプリケーションの強制停止に失敗すると，バッチサーバが強制停止されます。
複数のバッチアプリケーションを連続して実行する場合，バッチサーバの強制停止後に
実行するバッチアプリケーションを開始する前に，バッチサーバを再起動する必要があ
ります。このため，Management Server を利用して，バッチサーバが自動的に再起動す
るように設定してください。

14.2.4

バッチアプリケーションのログ出力

バッチサーバでは，バッチアプリケーションの実行ログを出力します。実行ログには，
実行中のバッチアプリケーションが標準出力や標準エラー出力に出力する内容を，バッ
チ実行コマンド単位で出力します。これらの情報は障害発生時の調査情報として利用で
きます。
バッチアプリケーションが java.lang.System.out および java.lang.System.err に書き出
したデータは，バッチサーバによってそれぞれ次の場所に出力されます。
● バッチアプリケーションが java.lang.System.out に書き出したデータ
バッチサーバの標準出力転送機能で，次の場所に出力されます。
• バッチサーバのユーザ出力ログ
• バッチサーバの標準出力
• cjexecjob コマンドの標準出力
● バッチアプリケーションが java.lang.System.err に書き出したデータ
バッチサーバの標準エラー出力転送機能で，次の場所に出力されます。
• バッチサーバのユーザエラーログ
• バッチサーバの標準エラー出力
• cjexecjob コマンドの標準エラー出力
また，cjexecjob コマンド，および cjkilljob コマンドで出力するメッセージは，メッセー
ジのレベルによってそれぞれ次の場所に出力されます。
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I（Information）
標準出力に出力します。ただし，コマンドの使用方法を示すメッセージ
（KDJE55029-I，KDJE55030-I）の出力先は標準エラー出力になります。
E（Error）および W（Warning）
標準エラー出力に出力されます。
バッチアプリケーションを実行するためのコマンドについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス コマンド編」のバッチアプリケーションで使用するコマ
ンドに関する説明を参照してください。また，メッセージのレベルについては，マニュ
アル「Cosminexus メッセージ 1 KAWS ／ KDAL ／ KDJE 編」のメッセージの記述
形式に関する説明を参照してください。
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14.3 EJB アクセスで使用できる機能
バッチアプリケーションからほかの J2EE アプリケーションにある EJB にアクセスでき
ます。バッチアプリケーションからの EJB アクセスで使用できる機能について，次の表
に示します。なお，それぞれの機能の詳細については，参照先の説明を参照してくださ
い。
表 14-4

EJB アクセスで使用できる機能

分類
JNDI

EJB ホームオブジェクトリファレンスおよ
びビジネスインタフェースのリファレンス
の検索，取得ができます。

6.3 ※，8.2

拡張機能

複数のネーミングサービスと J2EE サーバ
で構成されるシステムに対して，バッチア
プリケーションからのルックアップをラウ
ンドロビンで実行できます。これによって，
負荷分散を実現できます。

8.4

ネーミングサービスからルックアップした
オブジェクトをメモリ上に保持（キャッ
シュ）できます。キャッシュの利用によっ
て，ネーミングサービスへのアクセスの性
能上のコストを削減できます。

8.5

EJB コンテナで実行されている Enterprise
Bean をバッチアプリケーションから呼び出
せます。ただし，呼び出し方法はリモート
呼び出しだけ使用できます。ローカル呼び
出しはできません。

5.2，6.2 ※，6.6 ※

バッチアプリケーションからの EJB 呼び出
し実行時に通信障害が発生した場合に，送
信動作を選択できます。

5.11.3

バッチアプリケーションでトランザクショ
ンを開始・決着できます。ただし，バッチ
アプリケーションの場合，グローバルトラ
ンザクションは使用できません。

9.3

バッチアプリケーションで
UserTransaction を取得し , トランザク
ションを開始・決着できます。
UserTransaction の取得方法には次の 2 種
類の方法があります。
1. UserTransactionFactory クラスを使用
する方法
2. ルックアップを使用する方法

6.4

バッチサーバとネーミングサービス間，お
よびバッチサーバと J2EE サーバ間の通信
で，通信タイムアウトを設定できます。

5.9.4

バッチアプリケーションの性能解析トレー
スを出力できます。

17.10

トランザクション
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機能についての参照先

基本機能

EJB

そのほか

機能概要

14.

分類

機能概要
バッチアプリケーションのログを出力でき
ます。

注※

バッチサーバ

機能についての参照先
マニュアル
「Cosminexus システ
ム運用ガイド」

アプリケーションの実装方法について説明しています。
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14.4 ネーミング管理が提供する機能
ネーミング管理は，J2EE サービスで提供されている機能の一つです。J2EE サービス
は，J2EE コンテナの部品機能として利用される機能です。ネーミング管理では，オブ
ジェクト（Enterprise Bean に対応する EJB ホームオブジェクト，ビジネスインタ
フェースのリファレンスおよび J2EE リソース）の名前と格納場所を管理しています。
ネーミング管理の機能を使用することで，バッチアプリケーションは，呼び出す
Enterprise Bean またはリソースの格納場所を知らなくても，名前から必要なオブジェク
トを利用できるようになります。
Cosminexus で提供するネーミング管理の機能を次の表に示します。
表 14-5

Cosminexus で提供するネーミング管理の機能
機能

参照先

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ※ 1

8.2

J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）

8.3 ※ 2

ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索

8.4

ネーミング管理機能でのキャッシング

8.5

CORBA ネーミングサービスの切り替え

8.6

注※ 1
「8.2.1

ルックアップには何種類かの方法があります。ルックアップ名称および方法については，
ルックアップで使用する名称の種類」を参照してください。ただし，バッチアプリケーショ

ンの場合，java:comp/env でのルックアップは使用できません。
注※ 2

参照先の記述のうち，J2EE リソースに関する説明を参照してください。バッチアプリケー

ションの場合，Enterprise Bean の説明は該当しません。

ネーミング管理機能の JNDI では，CORBA オブジェクトリファレンス以外のオブジェ
クト（RMI-IIOP のリモートオブジェクトや JDBC データソースなどのオブジェクト）
を次のように扱います。
• CORBA オブジェクトリファレンス以外の登録は，対象のオブジェクトを CORBA オ
ブジェクトに変換し，CORBA オブジェクトリファレンスを CORBA ネーミングサー
ビスへ登録することで実現しています。
• CORBA オブジェクト以外のオブジェクトの検索は，CORBA オブジェクトリファレ
ンスを検索し，CORBA オブジェクトから逆変換して元のオブジェクトを取得するこ
とで実現しています。
なお，Cosminexus で提供するネーミング管理の機能には，J2EE で規定された機能に
Cosminexus 独自の機能を拡張したものと，Cosminexus 独自の機能として提供している
ものがあります。Cosminexus 独自の機能かどうかについては，「3.

アプリケーション

サーバの機能（バッチアプリケーションを実行する場合）」を参照してください。
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14.5 リソース接続とトランザクション管理が
提供する機能
バッチアプリケーションからリソースに接続することもできます。ここでは，バッチア
プリケーションからリソースに接続するための機能と，リソース接続でのトランザク
ション管理について説明します。
なお，リソースに接続するバッチアプリケーションの作成方法については，
「15.3 リ
ソースに接続するバッチアプリケーションの作成」を参照してください。

14.5.1

リソース接続とトランザクション管理の概要

ここでは，Application Server が接続できるリソースと，リソースをトランザクション
で管理するための方法について，概要を紹介します。
バッチアプリケーションでは，処理の延長でデータベースに接続できます。バッチアプ
リケーションからデータベースに接続するには，接続するリソースに対応したリソース
アダプタをデプロイして使用します。Cosminexus システムでは，データベースに接続
するためのリソースアダプタである DB Connector を提供しています。
また，Cosminexus では，これらのリソースに効率的かつ信頼性の高い方法でアクセス
するために，コネクションプーリングやトランザクション管理の機能を提供しています。
コネクションプーリングを使用すると，リソースに対するコネクションをプーリングし
て，効率的にコネクションを使用できます。また，障害が発生したコネクションを適切
にコネクションプールから取り除きます。また，トランザクション管理の機能を使用す
ると，トランザクションマネジャが，メソッドごとに指定するトランザクション属性や
JTA インタフェース（UserTransaction）による指示に基づいて，リソースアクセスの
トランザクションを適切に制御します。
なお，バッチアプリケーションではグローバルトランザクションは使用できません。
コネクションプーリング，およびトランザクション管理の機能を使用したリソースへの
接続の例を次の図に示します。
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図 14-7

コネクションプーリングおよびトランザクション管理の機能を使用したリソー
スへの接続の例

14.5.2

リソース接続への接続方法

バッチアプリケーションではリソースとしてデータベースを使用できます。ここでは，
バッチアプリケーションからのデータベースへの接続について説明します。

（1） 接続できるデータベース
バッチサーバからは次のデータベースに接続できます。
• HiRDB
• Oracle
• SQL Server ※
• XDM/RD E2
注※

SQL Server と接続できるのは Windows の場合だけです。

ただし，バッチサーバではグローバルトランザクションは使用できません。
データベースとの接続については次の個所を参照してください。
• DB Connector を使用したデータベース接続の概要
「9.4.1 DB Connector による接続の概要」
• データベースと JDBC ドライバの対応や，DB Connector がサポートする JDBC の仕
様
「9.4.3 接続できるデータベース」
• データベースの前提条件と注意事項
接続するデータベースの種類に応じて，次の個所を参照してください。
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• HiRDB に接続する場合
「9.4.5 HiRDB と接続する場合の前提条件と注意事項」
• Oracle に接続する場合
「9.4.6 Oracle と接続する場合の前提条件と注意事項」
• SQL Server に接続する場合
「9.4.7 SQL Server と接続する場合の前提条件と注意事項」
• XDM/RD E2 に接続する場合
「9.4.8 XDM/RD E2 と接続する場合の前提条件と注意事項」

（2） リソースへの接続方法
バッチアプリケーションからデータベースに接続するには，JDBC ドライバを直接使用
するか，または Cosminexus で提供しているリソースアダプタを使用します。リソース
アダプタを使用する場合は，DB Connector を使用します。バッチアプリケーションから
データベースに接続するときに使用できる機能を，接続方法ごとに次の表に示します。
なお，DB Connector を使用すると次の表の機能に加えて，DB Connector が提供してい
る機能も使用できます。DB Connector が提供している機能については，(5) を参照して
ください。
表 14-6

データベースに接続するときに使用できる機能
使用できる機能

接続方法
DB Connector

JDBC ドライバ

○

○

Connection API によるトランザクショ
ン

○

○

JTA

ローカルトランザクション

○

×

グローバルトランザクショ
ン

×

×

○

×

SQL の実行
トランザクショ
ンの利用

ガーベージコレクション制御機能

（凡例）○：使用できる

×：使用できない

（3） DB Connector（RAR ファイル）の種類
DB Connector を使用してデータベースに接続する場合，使用する JDBC ドライバに応
じた RAR ファイルを使用します。RAR ファイルは，サーバ管理コマンドを使用して操
作します。サーバ管理コマンドを使用して RAR ファイルを操作する方法については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
JDBC ドライバの種類とバッチサーバの場合に使用できる RAR ファイルについて次の表
に示します。
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表 14-7

JDBC ドライバと RAR ファイルの対応

JDBC ドライバ

RAR ファイル

説明

HiRDB Type4 JDBC
Driver

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.r
ar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

Cosminexus
DABroker Library

DBConnector_DABJ_CP.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

Oracle JDBC Thin
Driver

DBConnector_Oracle_CP.rar

トランザクション管理をしない場合，
またはローカルトランザクションを使
用する場合に使用します。

DBConnector_CP_ClusterPool_Ro
ot.rar

コネクションプールのクラスタ化機能
でルートリソースアダプタを使用する
場合に使用します。

DBConnector_Oracle_CP_Cluster
Pool_Member.rar

コネクションプールのクラスタ化機能
でメンバリソースアダプタを使用する
場合に使用します。

DBConnector_SQLServer_CP.rar

SQL Server 2000 への接続に使用する
RAR ファイルです。トランザクション
管理をしない場合，またはローカルト
ランザクションを使用する場合に使用
します。

DBConnector_SQLServer2005_CP
.rar

SQL Server 2005 への接続に使用する
RAR ファイルです。トランザクション
管理をしない場合，またはローカルト
ランザクションを使用する場合に使用
します。

SQL Server の JDBC
ドライバ

（4） リソースアダプタの使用方法
リソースアダプタを使用してリソースと接続する場合，リソースアダプタを J2EE リ
ソースアダプタとしてデプロイしてください。J2EE リソースアダプタとは，J2EE サー
バ上に配置されたリソースアダプタです。デプロイ方法については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」のリソースアダプタの設定に関する説明を参照し
てください。

（5） リソースアダプタの機能
バッチサーバの場合にデータベース接続で使用できる機能を，リソースアダプタの種類
ごとに次の表に示します。それぞれの機能の詳細については，参照先の説明を参照して
ください。
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リソースアダプタの種類ごとの使用できる機能
機能

リソースアダプタの種類

参照先

DB
Connecto
r

ルートリ
ソースア
ダプタ

メンバリ
ソースア
ダプタ

コネクションプーリング

○

×

◎

コネクションプールのウォーミングアップ

○

×

○

コネクションプール数調節機能

○

×

○

コネクションシェアリング・アソシエーション

○

×

○

9.10.2

ステートメントプーリング

○

×

○

9.10.3

DataSource オブジェクトのキャッシング

○

○

×

9.10.6

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適
化

○

×

○

9.10.7

コネクション障害検知

○

×

◎

9.11.1

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち

○

×

◎

9.11.2

コネクション取得リトライ

○

×

×

9.11.3

コネクションプールの情報表示

○

×

○

9.11.4

コネクションプールのクリア

○

×

○

9.11.5

ステートメントキャンセル

○

×

○

9.11.8

障害調査用 SQL の出力

◎

×

◎

9.11.10

オブジェクトの自動クローズ

○

×

○

9.11.11

コネクションプールの一時停止

×

×

○

9.12

コネクションプールの再開

×

×

○

コネクションプールの状態表示

○

×

○

リソースへの接続テスト

○

○

○

9.14

J2EE リソースへの別名付与※

○

○

×

8.3

コネクション ID の PRF トレース

○

○

○

17.10

クライアント API で発生した例外の通知機能

○

○

○

−

（凡例） ◎：必ず有効になる
注※

○：使用できる

×：使用できない

9.10.1

−：該当しない

バッチサーバの場合，リソースアダプタのオプショナル名機能は必ず使用します。

（6） リソースアダプタ以外の機能
ここでは，リソースアダプタ以外で実現される機能について説明します。ここで説明す
る機能は，リソースアダプタの種類に関係なく使用できます。
リソースアダプタ以外で実現される機能を，次の表に示します。それぞれの機能の詳細
については，参照先の説明を参照してください。
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表 14-9

リソースアダプタ以外の機能
機能

参照先

ライトトランザクション※

9.10.4

受信バッファのプーリング（Cosminexus DABroker Library を使用する
場合）

9.10.8

トランザクションタイムアウト

9.11.8

注※

！

バッチサーバの場合，ライトトランザクション機能は必ず有効にします。

注意事項
トランザクション管理の機能では，トランザクションを自動決着する機能がありますが，
バッチサーバの場合，トランザクションの自動決着機能は使用できません。

（7） リソースアダプタのオプショナル名についての注意事項
同じオプショナル名で複数のリソースアダプタをデプロイしている場合，エラーメッ
セージが出力されて，リソースアダプタの開始に失敗します。

14.5.3

トランザクションの管理方法

リソース接続時のトランザクションを管理する方法には，Application Server で管理す
る方法と，Application Server が管理しないでユーザが直接管理する方法があります。
データベースへの接続では，Application Server のトランザクションマネジャを使用し
てトランザクションを管理できます。トランザクション管理については，「9.3.1

リソー

ス接続でのトランザクション管理の方法」を参照してください。
バッチサーバで使用できるトランザクションは，ローカルトランザクションです。グ
ローバルトランザクションは使用できません。また，バッチサーバでは，必ずライトト
ランザクション機能を有効にしてください。ライトトランザクション機能とは，ローカ
ルトランザクションに最適化された環境を提供する機能です。ローカルトランザクショ
ンおよびライトトランザクション機能については，「9.3.2 ローカルトランザクションと
グローバルトランザクション」を参照してください。
また，EJB 呼び出し時に，呼び出し先でシステム例外が発生したときの，呼び出し元，
呼び出し先のトランザクションは，それぞれ次のように動作します。
呼び出し元のトランザクション
トランザクションはロールバックにマークされません。
呼び出し先のトランザクション
トランザクションはコンテナによってロールバックされます。この動作は，EJB 仕
様で規定されています。
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14.6 ガーベージコレクション制御機能
バッチサーバでは，ガーベージコレクション制御機能を使用できます。ここではガー
ベージコレクション制御機能の概要と，ガーベージコレクション制御機能の処理の流れ
について説明します。
ガーベージコレクション制御機能を使用するための設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

14.6.1

ガーベージコレクション制御機能とは

ガーベージコレクションとは，プログラムが使用し終わったメモリ領域を自動的に回収
して，ほかのプログラムが利用できるようにするための技術です。ガーベージコレク
ションは JavaVM が実行します。
ガーベージコレクションには処理時間が掛かります。また，ガーベージコレクション実
行中は，JavaVM 上のすべてのプログラム処理が中断するため，ガーベージコレクショ
ンを適切に実行できるかどうかが，システムの処理性能に大きく影響します。
バッチサーバでは，バッチアプリケーションが長時間リソースを排他するのを回避する
ため，ガーベージコレクション制御機能を提供しています。ガーベージコレクション制
御機能とは，リソースが排他されていないときに明示的にフルガーベージコレクション
を実行するための機能です。ガーベージコレクション制御機能の利用によって，リソー
スの排他中にフルガーベージコレクションが発生するのを回避できます。
ガーベージコレクション制御機能について，例を使用して説明します。
ガーベージコレクション制御機能を使用していない場合，バッチ処理と並行してオンラ
イン処理を実行する環境では，次の図に示す問題があります。
図 14-8

ガーベージコレクション制御機能を使用していない場合

この図では，バッチアプリケーションでのリソース排他中に，フルガーベージコレク
ションが発生しています。これによって，バッチアプリケーションはリソースを排他し
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たまま処理が中断します。また，この間にオンライン処理から排他中のレコードが参照
されると，オンライン処理もバッチサーバのフルガーベージコレクションが終了するま
で中断します。
ガーベージコレクション制御機能を使用すると次の図のようになります。
図 14-9

ガーベージコレクション制御機能を使用している場合

図のように，フルガーベージコレクションの実行要求が出たときに，バッチアプリケー
ションでリソースを排他していると，フルガーベージコレクションの実行は待ち状態に
なります。
レコードの排他が解除されると，バッチサーバでフルガーベージコレクションが実行さ
れます。また，オンライン処理もリソースへのアクセスができるようになります。これ
によって，バッチアプリケーションでの長時間のリソース排他を回避できます。

14.6.2

ガーベージコレクション制御の処理の流れ

ガーベージコレクション制御は次の流れで処理されます。
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図 14-10 ガーベージコレクション制御の処理の流れ

1. メモリ監視
監視タイマスレッドは，JavaVM のメモリを監視します。(1) に示す条件を満たすと，
ガーベージコレクション制御機能にガーベージコレクション実行要求が出されます。
2. リソース排他のチェック
ガーベージコレクション実行要求が出されると，ガーベージコレクション制御機能は
リソース排他中かどうかを調査します。
3. フルガーベージコレクションの実行待ち
リソース排他中の場合，フルガーベージコレクションの実行は待ち状態になります。
4. フルガーベージコレクションの実行
リソースの排他が解除されると，フルガーベージコレクションが実行されます。
それぞれの処理について説明します。

（1） メモリ監視
監視タイマスレッドは JavaVM のメモリを監視し，次のどれかの条件を満たす場合，
ガーベージコレクション制御機能にガーベージコレクションの実行要求を出します。
• Tenured 領域消費サイズ /Tenured 領域合計サイズ× 100 ≧ガーベージコレクション
制御のしきい値
• New 領域合計サイズ /Tenured 領域最大空きサイズ× 100 ≧ガーベージコレクション
制御のしきい値
• Permanent 領域消費サイズ /Permanent 領域合計サイズ× 100 ≧ガーベージコレク
ション制御のしきい値

（2） リソース排他のチェック
ガーベージコレクション実行が要求されると，ガーベージコレクション制御機能は，
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バッチアプリケーションが使用しているコネクションを調査します。コネクションの調
査では，バッチアプリケーションがリソース排他中かどうかを確認します。
次の表にリソースの排他中とみなす状態を示します。
表 14-10 リソースの排他中とみなす状態
トランザク
ション
トランザク
ション外

状態
SQL 文を実
行中※ 1

JDBC

○

×

java.sql.Statement#execute の実行中
java.sql.Statement#executeUpdate の実行中
java.sql.Statement#executeQuery の実行中
java.sql.Statement#executeBatch の実行中

ResultSet
に対する操
作中

• java.sql.ResultSet#deleteRow の実行中
• java.sql.ResultSet#insertRow の実行中
• java.sql.ResultSet#updateRow の実行中

○

×

オブジェク
ト取得など
の操作中※

• java.sql.Statement#addBatch の実行中
• java.sql.Connection#prepareCall の実行中
• java.sql.Connection#prepareStatement の実
行中

○

×

○

×

−

−

1

トランザク
ション中

•
•
•
•

DB
Connector

• Connection API によるトランザクション実行中※ 2
• ローカルトランザクション（JTA）実行中

※2

グローバルトランザクション（JTA）実行中

（凡例）○：リソース排他中として扱う

×：リソース排他がないものとして扱う

−：該当しない
注※ 1

表中の java.sql.Statement は継承クラスである java.sql.PreparedStatement，

java.sql.CallableStatement を含みます。
注※ 2

トランザクションの開始後（setAutoCommit(false) や UserTransaction.begin の実行後），

SQL 文の実行または ResultSet に対する操作を 1 回以上実行していて，トランザクションの決着処
理が完了していない状態を指します。

JDBC を使用したリソース操作については，リソース排他がないものとして扱われます。
例えば，JDBC の SQL 文の実行と，DB Connector でのトランザクション処理が混在す
るプログラムを実行した場合，DB Connector のトランザクション処理だけがガーベージ
コレクション制御の対象となります。

（3） フルガーベージコレクションの実行待ち
リソース排他中と判断されると，メッセージ KDJE55025-I を出力して，フルガーベー
ジコレクションの実行待ち状態になります。リソース排他が一つでもあると，フルガー
ベージコレクションは待機し続けます。フルガーベージコレクション実行待ちの例を次
の図に示します。
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図 14-11 フルガーベージコレクション実行待ちの例

この図では，一つのジョブプログラム中で二つのリソースにアクセスしています。リ
ソース排他中にフルガーベージコレクションの実行が要求されると，ガーベージコレク
ション制御機能はフルガーベージコレクションの実行を待機状態にします。二つのリ
ソースアクセスが終了する con2.commit() が実行されると，排他が解除されます。

（4） ガーベージコレクションの実行
リソース排他がなくなると，フルガーベージコレクションが実行されます。

（5） 注意事項
• 同時に実行できるバッチアプリケーションは一つだけです。
• 一つのバッチアプリケーションから複数のリソースへの処理ができます。ただし，グ
ローバルトランザクションは使用できません。
• フルガーベージコレクションの実行待ち状態でも，空きメモリが不足すると，
JavaVM によってフルガーベージコレクションが実行されることがあります。これ
は，ガーベージコレクション実行時のメモリ使用量のしきい値が大きい場合や，リ
ソースの排他区間が長い場合などに発生します。マニュアル「Cosminexus システ
ム設計ガイド」のガーベージコレクション制御で使用するしきい値の設定に関する説
明を参照して，メモリ使用量のしきい値をチューニングしてください。
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14.7 コンテナ拡張ライブラリ
バッチサーバでは，アプリケーション間で共通に利用したい処理がある場合に，ユーザ
作成のライブラリを利用できます。ユーザ作成のライブラリを利用することで，アプリ
ケーションの機能を拡張できます。
アプリケーションが共通に利用できるライブラリをコンテナ拡張ライブラリといいます。
このライブラリを利用することで，アプリケーション間で共通して，ユーザ作成のライ
ブラリを呼び出せるようになります。
バッチサーバではコンテナ拡張ライブラリを利用できますが，バッチアプリケーション
自体をコンテナ拡張ライブラリに設定して使用することはできません。
また，サーバ起動・停止フック機能を利用することで，サーバの起動，終了時にコンテ
ナ拡張ライブラリが呼び出されるようにできます。また，コンテナ拡張ライブラリで使
用する JNI 機能の初期化などを行うことができます。
コンテナ拡張ライブラリを使用するためには，ライブラリを一つの JAR ファイルにまと
め，コンテナ拡張ライブラリを使用するための設定を usrconf.cfg で定義します。また，
コンテナ拡張ライブラリが JNI を利用する場合は，サーバ起動・停止フック機能を使用
するための設定も必要です。
なお，コンテナ拡張ライブラリの利用の概要とサーバ起動・停止フック機能の実装方法
については，「10. コンテナ拡張ライブラリ」を参照してください。
また，バッチサーバ側のコンテナ拡張ライブラリの設定については，マニュアル
「Cosminexus

！

システム構築ガイド」を参照してください。

注意事項
コンテナ拡張ライブラリには，次のアクセス権が付与されます。アクセス権は変更できませ
ん。
java.security.AllPermission
ただし，java.lang.RuntimePermission の setSecurityManager アクセス権は付与されませ
ん。
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バッチアプリケーションとは，バッチ処理を実装した Java ア
プリケーションです。この章では，バッチアプリケーションの
実行方法，およびバッチアプリケーションの作成方法について
説明します。

15.1 バッチアプリケーションの実行方法
15.2 バッチアプリケーションの作成
15.3 リソースに接続するバッチアプリケーションの作成
15.4 EJB にアクセスするバッチアプリケーションの作成
15.5 Java アプリケーションからの移行
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15.1 バッチアプリケーションの実行方法
ここでは，バッチアプリケーションの開始方法について説明します。また，バッチアプ
リケーションの強制停止の方法についても説明します。

15.1.1

バッチアプリケーションの開始方法

バッチアプリケーションを開始するには cjexecjob コマンドを使用します。cjexecjob コ
マンドを実行するには，次の三つの方法があります。
1. cjexecjob コマンドを直接実行する方法
JP1/AJS2 および BJEX を使用しない場合はこの方法で開始します。
2. cjexecjob コマンドを JP1/AJS2 のジョブとして定義しておき，JP1/AJS2 から実行す
る方法
JP1/AJS2 だけを使用する場合はこの方法で開始します。
3. cjexecjob コマンドを BJEX のジョブステップとして定義しておき，JP1/AJS2 から
BJEX のジョブを実行する方法
JP1/AJS2 および BJEX を使用する場合はこの方法で開始します。
ここでは，2. および 3. の方法でバッチアプリケーションを開始するときの，JP1/AJS2
および BJEX のジョブの定義について説明します。
なお，JP1/AJS2 や BJEX からバッチアプリケーションを実行する際には，あらかじめ
バッチサーバを起動しておいてください。

（1） JP1/AJS2 だけを使用する場合
JP1/AJS2 と連携する場合，cjexecjob コマンドを JP1/AJS2 の UNIX ジョブまたは PC
ジョブとして定義しておきます。JP1/AJS2 のジョブの属性を定義する画面の「スクリプ
トファイル名」「パラメーター」および「実行時のユーザー」の項目には，次に示す内容
を設定してください。
• スクリプトファイル名
cjexecjob コマンドを指定します。cjexecjob コマンドのパスについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してください。

• パラメーター
実行するバッチアプリケーションのクラス名と引数を指定します。
• 実行時のユーザー
バッチサーバを実行するユーザを指定します。
なお，JP1/AJS2 での設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job
Management System 2 操作ガイド」を参照してください。
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（2） JP1/AJS2 および BJEX を使用する場合
JP1/AJS2 および BJEX と連携する場合，JP1/AJS2 および BJEX にはそれぞれ次の内
容を設定してください。
• BJEX の設定
BJEX のバッチジョブに cjexecjob コマンドの実行を定義します。このとき，
cjexecjob コマンドを，バッチジョブのジョブステップとして定義してください。
また，BJEX のジョブ定義 XML には次の内容を定義します。
• EXEC 要素
cjexecjob コマンドを実行するための定義をします。
• PGM 属性
cjexecjob コマンドを定義します。
• PARM 属性
cjexecjob コマンドの引数を定義します。ただし，引数の長さの上限は，BJEX の仕
様に準拠します。
BJEX での設定の詳細については，マニュアル「uCosminexus Batch Job Execution
Server 使用の手引」を参照してください。
• JP1/AJS2 の設定
BJEX のバッチジョブの実行コマンドをジョブとして定義します。
JP1/AJS2 での設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job
Management System 2 操作ガイド」を参照してください。

15.1.2

バッチアプリケーションの強制停止の方法

バッチアプリケーションを強制停止するには次のどちらかの方法があります。
1. cjkilljob コマンドを直接実行する方法
JP1/AJS2 を使用しない場合はこの方法で開始します。
2. cjkilljob コマンドを JP1/AJS2 のリカバリージョブとして定義しておき，ジョブや
ジョブネットの強制停止の延長で実行する方法
BJEX の使用の有無に関係なく，JP1/AJS2 を使用する場合はこの方法で開始します。
ここでは，JP1/AJS2 のリカバリージョブとしてバッチアプリケーションを強制停止する
ときの定義方法を説明します。
なお，バッチアプリケーションの強制停止に失敗した場合，バッチサーバの強制停止が
実行されます。このため，複数のアプリケーションを続けて実行する場合は，バッチ
サーバの再起動が必要になります。バッチアプリケーションの強制停止失敗に備えて，
あらかじめバッチサーバを自動再起動するよう設定しておくことをお勧めします。バッ
チサーバの自動再起動は，Management Server の運用監視を使用して実現します。
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（1） JP1/AJS2 だけを使用する場合
JP1/AJS2 と連携する場合，ジョブネットまたはジョブの強制終了をする際に，cjkilljob
コマンドを JP1/AJS2 のリカバリージョブとして定義しておきます。ただし，ルート
ジョブネットを強制停止する場合は，リカバリージョブは実行されません。このため，
バッチアプリケーションがバッチサーバ上で実行されたままになります。その場合は，
cjkilljob コマンドを直接実行して，バッチアプリケーションを強制停止してください。
JP1/AJS2 での設定の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management
System 2 操作ガイド」を参照してください。

（2） JP1/AJS2 および BJEX を使用する場合
バッチアプリケーションの強制停止は，JP1/AJS2 のリカバリージョブとして定義しま
す。リカバリージョブの定義については，(1) を参照してください。

15.1.3

バッチアプリケーションで使用するコマンドの実行
について

バッチアプリケーションで使用するコマンドには次の 2 種類があります。
• cjexecjob コマンド（バッチ実行コマンド）
バッチアプリケーションを実行するためのコマンドです。
• cjkilljob コマンド（バッチ強制停止コマンド）
実行中のバッチアプリケーションを強制停止するためのコマンドです。
これらのコマンドは，バッチサーバの状態によって実行できないことがあります。バッ
チサーバの状態とコマンドの実行について説明します。なお，コマンドの詳細について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」のバッチアプリケーション

で使用するコマンドに関する説明を参照してください。

（1） バッチサーバの状態とコマンドの実行
cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンドは，バッチサーバの状態によって実行できな
いことがあります。コマンドを実行できるバッチサーバの状態を次の図に示します。
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図 15-1

コマンドを実行できるバッチサーバの状態

cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンドはバッチサーバ稼働中に実行できます。
バッチサーバ起動中，バッチサーバ停止中は cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンド
は実行できません。メッセージ KDJE55012-E が出力されます。また，バッチサーバの
停止完了後も，cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンドは実行できません。
また，バッチサーバでほかのコマンドを処理している場合，コマンドの種類によっては
実行できない場合があります。バッチサーバでコマンドを処理しているときの，コマン
ドの実行可否を次の表に示します。
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表 15-1

バッチサーバでコマンドを処理しているときのコマンドの実行可否
実行するコマンド

処理中のコマンド
cjexecjob

cjkilljob

サーバ管理コマ
ンド

cjexecjob

×

×

○

cjkilljob

○

×

○

cjstoprar

×

×

△※ 1

cjstoprar 以外のコマンド

○

○

△※ 1

○※ 2

○※ 2

△※ 1

○

○

○

サーバ管理コ
マンド

cjstopsv または cmx_stop_target
cjdumpsv

（凡例）○：実行できる
注※ 1

×：実行できない

△：コマンドの種類によって異なる

サーバ管理コマンドの種類によって動作が異なります。詳細については，マニュアル

「Cosminexus

アプリケーション設定操作ガイド」のサーバ管理コマンドの排他制御に関する説明

を参照してください。
注※ 2

実行中のバッチアプリケーションがある場合は，メッセージ KDJE55033-I を出力し，バッ

チアプリケーションの終了を待機します。

（2） コマンド処理中にバッチサーバが異常終了した場合
バッチサーバで cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンドを処理しているときに，バッ
チサーバが異常終了した場合，メッセージ KDJE55021-E が出力されます。バッチサー
バの状態を確認してから再度コマンドを実行してください。
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15.2 バッチアプリケーションの作成
バッチアプリケーションとは，バッチ処理の内容を実装した Java アプリケーションで
す。ここでは，バッチアプリケーションの規則と注意事項を説明します。

15.2.1

バッチアプリケーションの作成規則

バッチアプリケーションの作成規則について説明します。

（1） バッチアプリケーションのファイル形式
バッチアプリケーションは，JavaVM で規定しているクラスファイル形式にします。な
お，複数のクラスを使用する場合は次のこともできます。
• クラスファイルを配置したディレクトリをクラスパスに含める。
• クラスファイルをアーカイブした JAR ファイルをクラスパスに含める。

（2） バッチアプリケーションに実装できる処理
バッチアプリケーションには，Java で記述できる処理を実装できます。ただし，ファイ
ルの操作やバッチアプリケーション内で使用するスレッドなどについて，使用時の注意
事項があります。アプリケーション作成時の注意については，
「15.2.2 バッチアプリ
ケーション作成時の注意」を参照してください。

（3） バッチ処理の開始と終了
バッチ処理の開始および終了は，バッチアプリケーションに次のように定義してくださ
い。
● バッチ処理の開始
バッチ処理の開始メソッドとして，次のどちらかのメソッドをバッチアプリケーション
に定義してください。
• public static void main(String[])
• public static int main(String[])
main メソッドの戻り値の型と修飾子が異なる場合，バッチアプリケーションは実行でき
ません。なお，main メソッドには throws を指定できます。main メソッドの引数には，
cjexecjob コマンドに指定した引数が文字列配列で渡されます。
● バッチ処理の終了
バッチアプリケーションが次のどちらかの状態になると処理が終了します。
• cjexecjob コマンドの引数に指定したクラスの main メソッドの実行が終了する。
• 例外やエラーが main メソッドの外にスローされる。
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15.2.2

バッチアプリケーション作成時の注意

ここでは，バッチアプリケーション作成時に注意が必要となる処理や，バッチアプリ
ケーションでは使用できない機能について説明します。これらの内容を確認の上，バッ
チアプリケーションを作成してください。

（1） 注意が必要な処理
次に示す処理は，バッチアプリケーションを作成する際に注意が必要です。
● ファイルやディレクトリの操作
バッチアプリケーションでは，次に示すファイルやディレクトリは操作しないでくださ
い。
• Cosminexus のインストールディレクトリ以下のファイルやディレクトリ
Cosminexus のインストールディレクトリ以下のファイルやディレクトリについては，
マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」のインストール後のディレクトリ

構成に関する説明を参照してください。
• バッチサーバの作業ディレクトリ以下のファイルやディレクトリ
バッチサーバの作業ディレクトリについては，マニュアル「Cosminexus

システム

構築ガイド」のバッチサーバの作業ディレクトリに関する説明を参照してください。
また，バッチアプリケーションでファイルやディレクトリを扱う場合，ファイルやディ
レクトリのパスに相対パスを使用できません。cjexecjob コマンドを実行したディレクト
リからの相対パスを取得したい場合は，ejbserver.batch.currentdir の値を使用してくだ
さい。ejbserver.batch.currentdir については，マニュアル「Cosminexus
ス

リファレン

API 編」を参照してください。

次に，バッチアプリケーションの修正例を示します。
修正前
File f = new File("DataFile.txt");
修正後
File f = new
File(System.getProperty("ejbserver.batch.currentdir") +
System.getProperty("file.separator") + "DataFile.txt");
● スレッドの使用
バッチサーバは，バッチアプリケーションが作成および開始したスレッドの終了を待ち
ません。バッチアプリケーション内でスレッドを使用する場合は，バッチアプリケー
ションを終了する前に，開始したすべてのユーザスレッドを完了するように実装してく
ださい。また，ユーザスレッドはメソッドキャンセルの対象外です。
バッチアプリケーションが作成したスレッドが残っていると，バッチアプリケーション
のクラスや使用したリソースは解放されません。このため，次にバッチアプリケーショ
ンを開始しようとすると，バッチアプリケーションの開始に失敗するおそれがあります。
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また，ユーザスレッド内では，
「3.2

バッチアプリケーション実行基盤の機能の概要」

で説明しているバッチサーバの機能を呼び出すことはできません。
● JavaVM 終了時のリソースの自動クローズ
バッチサーバではサーバの JavaVM 上でバッチアプリケーションを実行します。このた
め，JavaVM 終了による自動的なリソースのクローズ処理を期待した実装をしている場
合は，メモリやファイルディスクリプタのリークが発生します。例えば，次の場合に
リークが発生します。
• ZIP ファイルまたは JAR ファイルをオープンしている場合，明示的にクローズしない
と C ヒープ領域がリークします。
• java.io.File.deleteOnExit() を使用しても，バッチサーバが停止するまでファイルは削
除されません。バッチサーバが停止するまで C ヒープ領域がリークします。
この問題を回避するためには，リソースが正しくクローズされるようにバッチアプリ
ケーションを実装してください。
また，ファイルやソケットなども明示的にクローズしていないと，リソース解放のタイ
ミングが不定になります。これによって，次回以降のバッチアプリケーションの実行に
影響を及ぼすおそれがあります。ファイルやソケットは明示的にクローズするようにし
てください。
なお，バッチサーバの場合，コネクションの自動クローズは使用できません。バッチア
プリケーション内で必ずコネクションをクローズしてください。

（2） バッチアプリケーションで実装できない機能
次に示す機能はバッチアプリケーションでは使用できません。
「対処方法」に示す手段で
対応してください。
● 標準入力からの入力
java.lang.System.in などを使用した標準入力からの入力処理はできません。
対処方法
入力処理が必要な場合はファイルを使用してください。
● シャットダウンフックの使用
シャットダウンフックは使用できません。
対処方法
バッチアプリケーション終了時に実施したい処理がある場合は，main メソッドの
finally ブロック内に処理を記述してください。
● JNI の使用
JNI 経由でのネイティブライブラリの実行機能は使用できません。
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対処方法
JNI を使用する場合は，コンテナ拡張ライブラリ経由で使用してください。このと
き，ネイティブライブラリのロードはコンテナ拡張ライブラリ内で実施します。
● JavaVM 終了メソッドの使用
次に示すメソッドは使用できません。
• java.lang.System.exit(int);
• java.lang.Runtime.exit(int);
• java.lang.Runtime.halt(int);
これらのメソッドを使用した場合は，バッチサーバごと JavaVM が終了します。
対処方法
public static int main(String[]) メソッドにバッチ処理の内容を記述します。終了
コードを返す場合は，return < 終了コード > を使用します。ただし，return を使用
する場合は，finally ブロックが実行されます。
● システムプロパティのセットの置き換え
次に示すメソッドは使用できません。
• java.lang.System.setProperties(java.util.Properties)
対処方法
java.lang.System.setProperty(String, String) を使用します。
● 標準出力ストリームおよび標準エラー出力ストリームの割り当てのし直し
次に示すメソッドは使用できません。
• java.lang.System.setOut(java.io.PrintStream)java.lang.System.setErr(java.io.PrintS
tream)
対処方法
java.lang.System.out および java.lang.System.err を使用しないで，出力したい
PrintStream オブジェクトを直接使用します。
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15.3 リソースに接続するバッチアプリケー
ションの作成
ここでは，リソースに接続するバッチアプリケーションの作成方法について説明します。
新規にバッチアプリケーションを作成する場合と，既存のバッチアプリケーションから
移行する場合について説明します。

15.3.1

新規にバッチアプリケーションを作成する場合

新規にバッチアプリケーションを作成する場合，リソースへの接続には DB Connector
を使用することをお勧めします。DB Connector とは，Cosminexus で提供するデータ
ベースに接続するためのリソースアダプタです。DB Connector を使用したリソースに接
続する方法を次に示します。
1. バッチサーバで DB Connector を設定します。
ユーザ指定名前空間機能を使用して，DB Connector のオブジェクトに別名を付けて
JNDI 名前空間に登録します。バッチアプリケーションからデータベースに接続する
ときには，必ずユーザ指定名前空間機能を使用してください。
別名は，DB Connector をバッチサーバにデプロイしたあと，Connector 属性ファイ
ルで設定します。次の設定例のように，Connector 属性ファイルの
<resource-external-property> タグに <optional-name> タグを追加して別名を設定し
ます。
設定例
<connector-runtime>
：
<resource-external-property>
<optional-name>DB Connectorの別名</optional-name>
</resource-external-property>
</connector-runtime>

DB Connector の別名の付け方については，「8.3

Enterprise Bean または J2EE リ

ソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）
」を参照してください。
また，DB Connector の設定の流れについては，マニュアル「Cosminexus システム
構築ガイド」のリソースアダプタの設定に関する説明を参照してください。
2. 1. で設定した別名で DB Connector をルックアップし，コネクションファクトリ
（javax.sql.DataSource クラス）を取得します。
取得したコネクションファクトリから java.sql.Connection を取得します。コーディ
ング例を次に示します。
String dbName = <DB Connector の別名 >;
InitialContext ic = new InitialContext();
DataSource ds = (DataSource) ic.lookup(dbName);
Connection con = ds.getConnection();
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3. 取得した java.sql.Connection を使用して，リソースに接続します。
JDBC ドライバの提供する java.sql.Connection と API は同じです。

！

注意事項
DB Connector を使用する場合，バッチサーバで DB Connector を開始してからバッチアプ
リケーションを開始してください。

15.3.2

既存のバッチアプリケーションから移行する場合

既存のバッチアプリケーション（Java アプリケーション）から移行する場合，リソース
に接続する方法は次の 2 種類があります。
• Cosminexus で提供する DB Connector を使用したリソース接続に変更する。
• JDBC ドライバを使用してリソースに接続する（接続方法を変更しない）
。
DB Connector を使用しない場合，バッチアプリケーションのコードを修正する必要はあ
りません。ただし，DB Connector が提供する機能およびガーベージコレクション制御機
能は利用できません。ここでは，リソースの接続方法を DB Connector に変更する場合
の移行方法と，JDBC ドライバを使用する場合（接続方法を変更しない場合）の移行方
法を説明します。

（1） DB Connector を使用したリソース接続に変更する
DB Connector を使用する場合，DB Connector から java.sql.Connection を取得するよ
うバッチアプリケーションを変更してください。変更方法を次に示します。
1. バッチサーバで DB Connector を設定します。
ユーザ指定名前空間機能を使用して，DB Connector のオブジェクトに別名を付けて
JNDI 名前空間に登録します。バッチアプリケーションからデータベースに接続する
ときには，必ずユーザ指定名前空間機能を使用してください。
別名は，DB Connector をバッチサーバにデプロイしたあと，Connector 属性ファイ
ルで設定します。次の設定例のように，Connector 属性ファイルの
<resource-external-property> タグに <optional-name> タグを追加して別名を設定し
ます。
設定例
<connector-runtime>
：
<resource-external-property>
<optional-name>DB Connectorの別名</optional-name>
</resource-external-property>
</connector-runtime>

DB Connector の別名の付け方については，
「8.3 Enterprise Bean または J2EE リ
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ソースへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）
」を参照してください。
また，DB Connector の設定の流れについては，マニュアル「Cosminexus システム
構築ガイド」のリソースアダプタの設定に関する説明を参照してください。
2. バッチアプリケーション内のリソース接続処理のコードを DB Connector を使用する
よう変更します。
変更前のバッチアプリケーションを次に示します。下線部分は Connection 取得処理
です。この処理を「変更後のバッチアプリケーション」の下線部分の処理に変更して
ください。
「変更後のバッチアプリケーション」の下線部分は，DB Connector の
Connection 取得処理です。
• 変更前のバッチアプリケーション
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
Connection con = DriverManager.getConnection(uri,"user","pass");
con.setAutoCommit(false);
Statement stmt = con.createStatement();
stmt.executeBatch();
con.commit();

• 変更後のバッチアプリケーション
String dbName = <DB Connectorの別名>
InitialContext ic = new InitialContext();
DataSource ds = (DataSource)ic.lookup(dbName);
Connection con = ds.getConnection();
con.setAutoCommit(false);
Statement stmt = con.createStatement();
stmt.executeBatch();
con.commit();

DB Connector から取得した java.sql.Connection は，JDBC ドライバの
java.sql.Connection と同様に使用できます。このため，java.sql.Connection の取得方法
だけを変更すれば，ほかのバッチアプリケーションのコードを変更する必要はありませ
ん。

！

注意事項
DB Connector を使用する場合，バッチサーバで DB Connector を開始してからバッチアプ
リケーションを実行してください。

（2） JDBC ドライバを使用してリソースに接続する
JDBC ドライバを使用する場合，バッチアプリケーションのコードを修正する必要はあ
りません。ただし，使用する JDBC ドライバのライブラリをバッチサーバのクラスパス
に追加する必要があります。詳細は，使用する JDBC ドライバの設定に従ってください。
次に，JDBC ドライバのライブラリをバッチサーバのクラスパスに追加する方法を示し
ます。バッチサーバのクラスパスに追加するには，usrconf.cfg（バッチサーバ用オプ
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ション定義ファイル）に次の記述を追加します。
add.class.path=<JDBC ドライバのライブラリのフルパス >
なお，usrconf.cfg（バッチサーバ用オプション定義ファイル）については，マニュアル
「Cosminexus

リファレンス

定義編」の usrconf.cfg（バッチサーバ用オプション定義

ファイル）に関する説明を参照してください。

15.3.3

リソースに接続するバッチアプリケーションの注意

リソースに接続するバッチアプリケーションを作成するときには，次のことに注意して
ください。
● バッチアプリケーション実行時の注意
バッチアプリケーション実行中には，DB Connector の停止や設定変更をしないでくださ
い。DB Connector の停止や設定変更は，バッチアプリケーションが終了してから実施し
ます。
● コネクションのクローズ
バッチサーバでは，コネクションの自動クローズは実行されません。このため，使用し
たコネクションは必ずクローズするよう，アプリケーションに実装してください。
● JTA のローカルトランザクションの使用
バッチアプリケーションの中で，JTA のローカルトランザクションを使用できます。
JTA のローカルトランザクションは，次に示す方法で使用します。
1. 次のどちらかの方法で UserTransaction オブジェクトを取得します。
• ネーミングサービスからルックアップして取得する。
ルックアップ名：HITACHI_EJB/SERVERS/< サーバ名称 >/SERVICES/
UserTransaction
• com.hitachi.software.ejb.ejbclient.UserTransactionFactory クラスの
getUserTransaction メソッドを使用して取得する。
2. UserTransaction オブジェクトの begin() メソッドを呼び出して，トランザクションを
開始します。
3. リソースに接続します。
4. UserTransaction オブジェクトの commit() または rollback() を呼び出して，トランザ
クションを決着します。
UserTransaction インタフェースの使用方法の詳細については，「9.17.2
UserTransaction インタフェースを使用する場合の処理概要と留意点」を参照してくだ
さい。
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● トランザクションの決着
バッチサーバではトランザクションの自動決着機能をサポートしていません。開始した
トランザクション（javax.transaction.UserTransaction）は，バッチアプリケーション
内で必ず決着処理を実施してください。
トランザクションの決着をしないでバッチアプリケーションを終了すると，次のバッチ
アプリケーションの実行でトランザクションを開始するときに
（javax.transaction.UserTransaction#begin()）
，次のエラーが発生します。
javax.transaction.NotSupportedException: KDJE31009-E No nested transaction is
supported.
トランザクションの決着処理をしないでバッチアプリケーションを終了した場合，バッ
チサーバを再起動してトランザクションが使用できない状態を回復してください。
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15.4 EJB にアクセスするバッチアプリケー
ションの作成
バッチアプリケーションから J2EE アプリケーションの EJB にアクセスできます。EJB
にアクセスするバッチアプリケーションを作成する場合，アクセスする EJB を次に示す
名称でルックアップして使用することができます。
• 自動的にバインドされる名称 (HITACHI_EJB で始まる名称 )
• ユーザ指定名前空間機能を使用した別名
EJB にアクセスする場合，次に示す手順でバッチアプリケーションを準備します。
1. バッチアプリケーションからアクセスする EJB の準備
バッチアプリケーションからアクセスする EJB を含む J2EE アプリケーションを開
始状態にします。
2. バッチアプリケーションの実装
バッチアプリケーション内に，EJB を使用するためのコードを実装します。
3. バッチアプリケーションの実行
2. で作成したバッチアプリケーションを実行します。
それぞれの手順の詳細を次に説明します。

（1） EJB の準備
バッチアプリケーションからアクセスする EJB を持つ J2EE アプリケーションを用意し
ます。また，J2EE アプリケーションを実行するための J2EE サーバも用意します。
J2EE サーバの構築については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」の
J2EE アプリケーションを実行するシステム構築に関する説明を参照してください。
構築した J2EE サーバ上で，J2EE アプリケーションを開始します。cjgetstubsjar コマ
ンドを使用して，開始した J2EE アプリケーションの RMI-IIOP スタブおよびインタ
フェースを取得しておきます。
なお，バッチアプリケーションから EJB にアクセスする場合，別名によるルックアップ
をするときは，事前にユーザ指定名前空間機能を使用して EJB の別名を設定しておいて
ください。EJB の別名の設定については，
「8.3 Enterprise Bean または J2EE リソー
スへの別名付与（ユーザ指定名前空間機能）」を参照してください。

（2） バッチアプリケーションの実装
「(1)

EJB の準備」で設定した EJB を取得するためのコードを，バッチアプリケーショ

ンに実装します。コードの例を次に示します。
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String EjbName = <EJBのルックアップ名>;
InitialContext ic = new InitialContext();
Object objref = ic.lookup(EjbName);
<ホームインタフェースクラス名> home =
(<ホームインタフェースクラス名>) PortableRemoteObject.narrow(objref,
<ホームインタフェースクラス名>.class);
<EJBオブジェクトクラス名> ejbobj = home.create();

ホームインタフェースおよび EJB オブジェクトファイルはあらかじめ準備しておいてく
ださい。バッチアプリケーションのコンパイル時および実行時にクラスパスに含める必
要があります。

（3） バッチアプリケーションの実行
バッチアプリケーションを実行する場合，クラスパスに「(1)
スタブや「(2)

EJB の準備」で取得した

バッチアプリケーションの実装」で使用したインタフェースファイルを

フルパスで指定します。
EJB を検索するネーミングサービスの URL は，usrconf.properties（バッチアプリケー
ション用ユーザプロパティファイル）の java.naming.provider.url の値として指定しま
す。
ただし，リソース接続機能と EJB アクセス機能を同時に使用する場合は，ネーミング
サービス切り替え機能を使用して，EJB をルックアップするネーミングサービスを指定
してください。ネーミングサービス切り替え機能については，
「8.6 CORBA ネーミング
サービスの切り替え」を参照してください。
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15.5 Java アプリケーションからの移行
Cosminexus で提供する cjclstartap コマンドで実行していた Java アプリケーションは，
バッチサーバでバッチアプリケーションとして実行できます。Java アプリケーション
を，バッチサーバ上でバッチアプリケーションとして実行する場合，アプリケーション
や実行環境の移行が必要となる場合があります。ここでは，アプリケーションおよび実
行環境の移行について，移行が必要な場合と移行方法を説明します。

15.5.1

アプリケーションの移行が必要な場合

次の場合，Java アプリケーションの移行が必要になります。
● バッチアプリケーションの使用上の注意事項に該当する処理を実装している場合
ファイルやディレクトリの操作などは，バッチアプリケーションに実装する際に注意
が必要となります。
移行方法
バッチアプリケーションで注意が必要な処理は，「15.2.2(1)

注意が必要な処理」

に記載しています。これらの内容を参照して，Java アプリケーションを修正して
ください。
● バッチアプリケーションで使用できない機能を実装している場合
バッチアプリケーションでは使用できない機能が幾つかあります。例えば，標準入力
からの入力やシャットダウンフックの使用はできません。
移行方法
バッチアプリケーションで使用できない機能および機能を使用するための代替方
法は，「15.2.2(2) バッチアプリケーションで実装できない機能」に記載していま
す。これらの内容を参照して，Java アプリケーションを修正してください。
● usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）でサポー
トされていないプロパティを定義している場合
移行元の Java アプリケーションで使用していた usrconf.properties（Java アプリ
ケーション用ユーザプロパティファイル）は引き続きバッチアプリケーションでも使
用できます。
ただし，usrconf.properties（Java アプリケーション用ユーザプロパティファイル）
の中に，usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）
でサポートされていないプロパティ※を定義して，バッチアプリケーションから値を
参照している場合はアプリケーションの修正が必要です。
移行方法
usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）でサ
ポートしていないプロパティの値を参照しないように，バッチアプリケーション
を修正してください。
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注※
ユーザが定義したプロパティを除きます。なお，usrconf.properties（バッチアプリ
ケーション用ユーザプロパティファイル）でサポートされているプロパティについ
ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

15.5.2

定義編」を参照してください。

実行環境の移行が必要な場合

これまで Java アプリケーションの実行環境で使用していた次の二つのファイルは，バッ
チサーバの実行環境でもそのまま使用できます。
• usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）
• usrconf.properties（Java アプリケーション用ユーザプロパティファイル）
ただし，次に示す条件に該当する場合は，ファイルの移行が必要になります。
● usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）および
usrconf.properties（Java アプリケーション用ユーザプロパティファイル）の格納場
所を環境変数 CJCLUSRCONFDIR に設定している場合
移行方法
usrconf.cfg（バッチアプリケーション用オプション定義ファイル）および
usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）の格
納場所を環境変数 CJBATCHUSRCONFDIR にフルパスで設定してください。
● usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）の add.jvm.arg に，
-cp，-classpath，-D 以外のオプションを設定している場合
移行方法
オプションの設定を usrconf.cfg（バッチサーバ用オプション定義ファイル）に記
載してください。複数のバッチアプリケーションを一つのバッチサーバ上で順次
実行する場合は，定義の設定値を調整する必要があります。次に例を示します。
この例では，より大きい値を設定しているアプリケーション 2 の値をバッチサー
バに設定しています。
例：アプリケーション 1 で add.jvm.arg=-Xmx512m，アプリケーション 2 で
add.jvm.arg=-Xmx768m を設定していた場合
バッチサーバでは add.jvm.arg=-Xmx768m を設定してください。
● usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）に
ejb.client.log.directory を設定して，ログの出力先をデフォルトから変更している場合
移行方法
usrconf.cfg（バッチアプリケーション用オプション定義ファイル）に
batch.log.directory を設定して，ログの出力先をデフォルトから変更してくださ
い。
● usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）に，
ejb.client.ejb.log または ejb.client.log.appid を設定して，ログの出力先をデフォルト
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から変更している場合
移行方法
ありません。ejb.client.ejb.log，および ejb.client.log.appid を使用して指定して
いたログの出力先は，バッチサーバの場合は指定できません。
● usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）に
ejb.client.directory.shareable=true を設定して，アプリケーションを複数同時に実行
している場合
移行方法
一つのバッチサーバ上で，複数のバッチアプリケーションを同時に実行すること
はできません。このため，バッチアプリケーションの最大同時実行数のバッチ
サーバを用意してください。それぞれのバッチサーバ上でバッチアプリケーショ
ンが動作するように，cjexecjob コマンドに指定するサーバ名を変更してくださ
い。
● usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）でサポー
トされていないプロパティを定義している場合
usrconf.properties（Java アプリケーション用ユーザプロパティファイル）の中に，
usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）でサポー
トされていないプロパティ※を定義している場合は，usrconf.properties（Java アプ
リケーション用ユーザプロパティファイル）の修正が必要です。
移行方法
usrconf.properties（Java アプリケーション用ユーザプロパティファイル）から，
usrconf.properties（バッチアプリケーション用ユーザプロパティファイル）でサ
ポートしていないプロパティの定義を削除してください。
注※
ユーザが定義したプロパティを除きます。なお，usrconf.properties（バッチアプリ
ケーション用ユーザプロパティファイル）でサポートされているプロパティについ
ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
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システムの構築
この章では，システムの構築支援機能について説明します。
システムの構築には，Smart Composer 機能またはセットアッ
プウィザードというシステム構築支援機能を使用します。リ
ソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定には，サーバ
管理コマンドまたは Server Plug-in という機能を使用します。
これらの機能は，構築するシステムの構成や，リソースアダプ
タやアプリケーションに設定する内容，システム構築時のイン
タフェースなどを考慮して，どれを使用するかを選択できま
す。
また，この章では，構築済みの実行環境を切り替える機能につ
いても説明します。

16.1 Cosminexus で提供するシステムの構築支援機能
16.2 Management Server で構築したシステムの概要
16.3 Smart Composer 機能を使用したシステム構築の特長
16.4 Smart Composer 機能を使用したシステム構築の流れ
16.5 セットアップウィザードを使用したシステム構築の特長
16.6 セットアップウィザードを使用したシステム構築の流れ
16.7 リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定
16.8 複数の構築済み実行環境の切り替え

977

16.

システムの構築

16.1 Cosminexus で提供するシステムの構築
支援機能
Cosminexus では，システム構築支援機能として，次の 2 種類の機能を使用できます。
● Smart Composer 機能
● セットアップウィザード
Smart Composer 機能は，コマンドおよび定義ファイルを使用してシステムを構築するた
めの機能です。事前に作成した定義ファイルの内容に従って，複数台のマシンで構成さ
れるシステムを容易に構築できます。Smart Composer 機能を使用すると，さまざまな
構成のシステムを構築できます。
また，Smart Composer 機能で構築したシステムは，一括した管理・運用ができます。
Smart Composer 機能で実施できるシステムの一括管理・一括運用については，
「16.2
Management Server で構築したシステムの概要」を参照してください。
セットアップウィザードは，対話形式のウィザードプログラムを使用してシステムを構
築するための機能です。1 台のマシンに，アプリケーションサーバとして必要なサーバプ
ロセスをセットアップできます。構築作業は，画面に表示される項目を確認しながら進
められます。事前に定義ファイルを準備したり，複数のコマンドを実行したりする必要
がありません。できるだけ少ない手順で実行環境を構築したい場合にお勧めの機能です。
ただし，セットアップウィザードで構築できるシステムの構成には制限があります。

参考
システムを構築する方法には，Smart Composer 機能またはセットアップウィザードを使用
する方法以外に，次の方法があります。
• 運用管理ポータルでのシステム構築
運用管理ポータルを使用すると，Application Server をインストールした複数のマシンに
対して，Web ブラウザからリモート操作でシステム構築を実行できます。運用管理ポー
タルの操作方法については，マニュアル「Cosminexus

運用管理操作ガイド」を参照し

てください。
• ファイル編集とコマンド実行でのシステム構築
Application Server をインストールしたマシンで，Web サーバや J2EE サーバの定義ファ
イル類を編集したり，プロセスごとに提供されているコマンドを実行したりして，システ
ムを構築します。Cosminexus が提供する定義ファイル類の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。プロセスごとに提供されて

いるコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus
を参照してください。
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16.2 Management Server で構築したシステム
の概要
Smart Composer 機能またはセットアップウィザードを使用してシステムを構築する場
合，Management Server というサーバプロセスを使用します。
Smart Composer 機能では，構築したシステムを一括管理，および一括運用できます。
システムの一括管理・一括運用は，Management Server という運用管理プロセスによっ
て実現します。Management Server は，複数のホスト上に構築されている Cosminexus
システム全体を一括管理，および一括運用します。Management Server を使用すること
で，各ホスト上のサーバの環境設定をまとめて実施したり，サーバを一括起動したりで
きます。また，システム全体の状態を把握できるので，サーバの運用管理が容易になり
ます。
セットアップウィザードを使用して構築したシステムも，Management Server で管理・
運用できます。Management Server を使用して，1 台のアプリケーションサーバマシン
にセットアップされた複数のサーバプロセスを，適切な順序で起動したり，停止したり
できます。
ここでは，Management Server が管理する範囲と，Management Server でのサーバ管
理の概要について説明します。

16.2.1

Management Server が管理する範囲

Management Server が管理する範囲のことを，運用管理ドメインといいます。運用管理
ドメインでは，運用管理のプロセスとして，Management Server，および運用管理エー
ジェントを使用します。
運用管理ドメインを次の図に示します。
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図 16-1

運用管理ドメイン

図中の項番について説明します。なお，説明の項番は，図中の項番と対応しています。
1. Management Server
運用管理ドメインを構成するサーバプログラムです。運用管理ドメイン単位に一つ配
置します。Management Server は，各ホストに配置した運用管理エージェントに指
示を出して，それぞれのホストの運用管理を実行します。なお，Management Server
を配置したホストのことを，運用管理サーバといいます。
2. 運用管理エージェント
運用管理者の代わりにそれぞれのホスト上のサーバを起動したり，定義ファイルを更
新したりする，エージェントプログラムです。Management Server からの指示を受
けて操作を実行します。Management Server で管理するホストに一つずつ配置しま
す。
図 16-1 のように，Management Server をアプリケーションサーバとは別のホストに配
置するシステム構成モデルのことを，運用管理サーバモデルといいます。また，
Management Server をアプリケーションサーバと同じホストに配置して，そのホスト内
のサーバを管理することもできます。同じホストに配置するシステム構成モデルのこと
を，ホスト単位管理モデルといいます。
次に示す場合，すべてのプロセスは 1 台のマシン内に構築されます。
• セットアップウィザードを使用してシステムを構築する場合
• Smart Composer 機能を使用してバッチアプリケーションの実行環境を構築する場合
これらの場合，Management Server は，同じマシン内に配置された運用管理エージェン
ト経由で，各サーバプロセスの運用管理を実行します。
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参考
• Management Server の機能を使用して，J2EE サーバ，SFO サーバ，またはバッチサー
バの稼働情報を監視・収集する場合，運用監視エージェントというエージェントプログラ
ムを使用します。監視対象にするホスト上で，監視対象にする J2EE サーバ，SFO サー
バ，またはバッチサーバに一つずつ含まれます。また，クラスタ構成の場合は，クラスタ
に含まれる J2EE サーバに一つずつ含まれます。
• 業務用のサーバを配置した LAN と管理用のサーバを配置した LAN に分けている場合，
運用管理サーバを管理用のサーバを配置した LAN に置くこともできます。LAN を分け，
一つのマシンを複数のネットワークセグメントに接続する場合，環境設定に注意が必要で
す。詳細については，マニュアル「Cosminexus

運用管理操作ガイド」を参照してくだ

さい。

16.2.2

Management Server でのサーバ管理

Management Server では，Cosminexus が提供するサーバの実体を，論理サーバとして
管理します。Web サーバや J2EE サーバなどは，論理 Web サーバ，論理 J2EE サーバと
して管理されます。また，バッチサーバは論理 J2EE サーバとして管理されます。
さらに，共通の機能を提供する論理サーバの集合をクラスタとして扱います。クラスタ
に対しては，単体の論理サーバと同様の操作ができます。J2EE サーバクラスタ，Web
サーバクラスタなどがあります。
論理サーバは，運用管理ドメイン内で一意な名称（論理サーバ名）で管理します。
Management Server では，運用管理ドメイン内の論理サーバを対象にして，運用管理操
作を実行します。
Management Server による論理サーバの管理の概要を次の図に示します。
図 16-2

Management Server による論理サーバの管理の概要

各ホスト上での操作は，Management Server からの指示に従って，運用管理エージェン
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トが実行します。運用管理エージェントを利用することで，複数のホストに分散して配
置された論理サーバを Management Server で一元管理できます。なお，運用管理エー
ジェントは，論理サーバのある各ホストで動作させる必要があります。運用管理ドメイ
ンは，互いに排他の関係になります。一つの論理サーバが複数の運用管理ドメインに包
含されることはありません。
なお，Smart Composer 機能でシステムを構築すると，Smart Composer 機能のコマン
ドを使用して次の操作が実施できます。
• サービスユニット単位での起動と停止
• サービスユニット単位での運用監視
運用操作については，「17.
照してください。
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システムの保守」を参
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16.3 Smart Composer 機能を使用したシステ
ム構築の特長
ここでは，Smart Composer 機能を使用したシステム構築の特長について説明します。
Smart Composer 機能を使用したシステム構築では，論理サーバを稼働させるために必
要な設定を一括で設定できます。
なお，Smart Composer 機能でのシステム構築の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。

（1） システム構成のパターン化による一括構築
Smart Composer 機能では，システム構成をパターン化することによってサーバを一括
構築できるので，迅速にシステムを構築できます。
Smart Composer 機能で構築できるシステム構成は，同じ機能構成やプロセス構成でパ
ターン化された構成を対象としています。Smart Compser 機能でシステムを構築する場
合，J2EE サーバや Web サーバで構成される業務サービスを提供する閉じた部分系を，
サービスユニットといいます。複数のホストでサービスユニットを持つことで，システ
ム構成がパターン化するので，一括構築ができます。
Smart Composer 機能では，最初に必要最小限の定義を記述しておくだけで，複数の
サービスユニットに対して，一度に初期構築できます。また，すべてのサービスユニッ
トの環境を一括で設定できます。
Smart Composer 機能での一括構築の例を次の図に示します。
図 16-3

Smart Composer 機能での一括構築の例
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Smart Composer 機能を使用すると，設定情報を一括で各サーバ内のサービスユニット
に設定します。この図の場合，アプリケーションサーバ 1 と 2 のサービスユニット内に
ある，Web サーバ，PRF デーモン，および J2EE サーバの設定が一括でできます。

（2） JP1 と連携したシステム構築・運用
Smart Composer 機能を使用してシステムを構築・運用する際に，JP1 と連携すること
もできます。システム構築時には，JP1/IM - CM と連携することで，システム構成の定
義をビジュアルに定義できます。また，システム運用時には，JP1/AJS2 - SO と連携す
ることで，シナリオによるシステムの自動運転が実現します。JP1 との連携の詳細につ
いては，「21.
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16.4 Smart Composer 機能を使用したシステ
ム構築の流れ
Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合，システムを構築するユーザ
は，サーバの情報を設定した定義ファイルを作成します。その定義内容を，コマンドを
使用してシステム内のすべてのサーバに対して一括で設定します。これによって，最小
限の操作でシステムを構築できます。また，Smart Composer 機能では，一つの設定情
報を基に，複数のサーバを一括で設定します。このため，同じ機能構成・プロセス構成
でパターン化されたシステムの構築に適しています。なお，Smart Composer 機能で構
築したシステムは，一括管理，および一括運用できます。
Smart Composer 機能で構築したシステムで使用するリソースアダプタや J2EE アプリ
ケーションの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。
Smart Composer 機能でのシステム構築については，
「16.2

Management Server で構

築したシステムの概要」を参照してください。サーバ管理コマンドおよび Server
Plug-in での J2EE アプリケーションやリソースアダプタの設定の概要については，
「16.7 リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定」を参照してください。
Smart Composer 機能による設定の流れを次の図に示します。
図 16-4

Smart Composer 機能による設定の流れ

Smart Composer 機能による設定の流れは，次のとおりです。Smart Comopser 機能の
コマンドで操作します。なお，設定の流れは，バッチアプリケーションの実行環境を構
築する場合も同じです。
1. サービスユニットの設定情報をまとめた定義ファイルを作成します。
サービスユニット内の，Web サーバや J2EE サーバなどの設定情報を定義した，簡易
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構築定義ファイルを作成します。
2. Smart Composer 機能のコマンドを使用して，Web システムを構築します。
Smart Composer 機能のコマンドを使用して，1. で作成した定義ファイルの内容から
Management Server 上に Web システムの情報モデルを生成します。また，生成した
情報モデルを基にして，各サービスユニットに対して一括して情報を設定します。

参考
Management Server の動作の環境設定には，Management Server のコマンド
（mngsvrctl）を使用します。mngsvrctl コマンドを使用して，Management Server の管理
ユーザアカウントを設定，および Management Server をセットアップします。
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16.5 セットアップウィザードを使用したシス
テム構築の特長
セットアップウィザードを使用すると，画面の表示を確認しながら，対話形式でシステ
ムを構築できます。
セットアップウィザードを使用したシステム構築の特長は，次のとおりです。
● 対話形式のプログラムによる構築手順の簡略化
画面に表示される内容を確認しながら，必要な項目を入力して構築作業を進められま
す。事前に詳細なパラメタ設計をしたり，定義ファイルを作成したりする必要があり
ません。
● デフォルト値の使用によるシステム構築作業時間の短縮
セットアップウィザードを使用すると，ほとんどの項目がデフォルト値を使用して
セットアップされます。構築時には必要最小限の項目だけを設定すればよいため，細
かな設定で迷うことなくシステムを構築できます。
これによって，システム構築作業に掛かる時間も短縮できます。
ただし，セットアップウィザードで実行できるのは，1 台のマシンを対象にしたシステム
構築だけです。セットアップウィザードでのシステム構築の詳細については，マニュア
ル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
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16.6 セットアップウィザードを使用したシス
テム構築の流れ
セットアップウィザードは，CUI 画面を使用してシステム構築を実行します。定義ファ
イルなどを事前に準備する必要はありません。
セットアップウィザードによるシステム構築の流れを次の図に示します。
図 16-5

セットアップウィザードによるシステム構築の流れ

セットアップウィザードでは，システムに必要なサーバプロセスの構築と，リソースア
ダプタの設定までを一括で実行できます。
ただし，J2EE アプリケーションのインポート，設定，開始については，セットアップ
ウィザード実行後にサーバ管理コマンドを使用して実行します。サーバ管理コマンドに
ついては，「16.7 リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定」を参照してくだ
さい。
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16.7 リソースアダプタや J2EE アプリケー
ションの設定
Cosminexus では，リソースアダプタや J2EE アプリケーションを設定するための機能
として，サーバ管理コマンドおよび Server Plug-in を提供しています。ここでは，サー
バ管理コマンド，Server Plug-in の概要，およびリソースアダプタや J2EE アプリケー
ションの設定の流れを紹介します。

16.7.1

リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定
で使用する構築支援機能

リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定をするには，サーバ管理コマンドま
たは Server Plug-in を使用します。

（1） サーバ管理コマンドでの設定
サーバ管理コマンドとは，リソースや J2EE アプリケーションを設定するための CUI で
す。リソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定を，コマンドを使用して実行し
ます。GUI での対話処理が不要な場合などの運用環境の操作に適しています。なお，
サーバ管理コマンドと Server Plug-in では設定できる内容に差異があります。機能差異
については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照して
ください。

（2） Server Plug-in での設定
Server Plug-in とは，リソースアダプタや J2EE アプリケーションを設定するための
GUI です。Eclipse のプラグインとして提供しているので，リソースアダプタや J2EE
アプリケーションの設定を，Eclipse のビュー上で操作して実施できます。また，Server
Plug-in では，論理サーバの起動や停止もできるため，アプリケーション開発で Eclipse
を使用している場合は，アプリケーション開発から，J2EE アプリケーションやリソース
アダプタの設定，テストまでを一貫して Eclipse 上で実施できる利点があります。
なお，Server Plug-in の使用は，構築したシステムでプロセスとして Management
Server を使用していることが前提となります。このため，Smart Composer 機能，また
は運用管理ポータルで構築したシステムの場合に使用できます。
また，Server Plug-in は UNIX 環境では使用できません。実行環境が UNIX の場合で，
Server Plug-in を使用した操作を実施したい場合は，別途，uCosminexus Operator をイ
ンストールしたマシンを用意し，Server Plug-in を使用するための設定をしてください。
Server Plug-in では一部，設定できない項目があります。それらの設定項目については，
サーバ管理コマンドを使用して設定します。サーバ管理コマンドおよび Server Plug-in
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で設定できる項目の一覧については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定
操作ガイド」を参照してください。

16.7.2

リソースアダプタの設定の流れ

リソースアダプタの設定には，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in が使用できま
す。サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用してリソースアダプタの設定をし
て，サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタをデプロイします。リソースアダ
プタの設定について，次の図に示します。
図 16-6

リソースアダプタの設定

1. サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in で，リソースアダプタのインポートやプロ
パティ設定などをします。
リソースアダプタのプロパティ設定は，開発環境で実施しておきます。なお，プロパ
ティの設定は，サーバ管理コマンドと Server Plug-in とで方法が異なります。サーバ
管理コマンドを使用する場合は，コマンドを実行して属性ファイルを取得し，取得し
た属性ファイルにリソースアダプタのプロパティを設定します。Server Plug-in を使
用する場合は，画面上でプロパティを設定します。
2. リソースアダプタのデプロイなどをします。
サーバ管理コマンドを使用して，1. でプロパティを設定した属性ファイルとリソース
アダプタを，Smart Composer 機能で構築した運用環境のサーバにデプロイします。
リソースアダプタの設定手順については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」のリソースアダプタのデプロイの説明を参照してください。

16.7.3

J2EE アプリケーションの設定の流れ

J2EE アプリケーションの設定には，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in が使用
できます。サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in で J2EE アプリケーションの設定
をして，サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションをデプロイします。
J2EE アプリケーションの設定について，次の図に示します。
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J2EE アプリケーションの設定

1. サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in で，J2EE アプリケーションのインポート
やプロパティ設定などをします。
開発環境で，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in で J2EE アプリケーションを
インポートしてプロパティを設定します。プロパティ設定後はエクスポートします。
2. J2EE アプリケーションのデプロイなどをします。
サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションを，Smart Composer 機能
で構築した運用環境の J2EE サーバにデプロイします。
なお，J2EE アプリケーションの設定は，J2EE アプリケーションのデプロイのしかた
（アーカイブ形式でデプロイするか，展開ディレクトリ形式でデプロイするか）によって
手順が異なります。J2EE アプリケーションのプロパティ設定の手順については，マニュ
アル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を，J2EE アプリケーションの
デプロイについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してく
ださい。
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16.8 複数の構築済み実行環境の切り替え
Cosminexus では，1 台のマシンに複数の構築済み実行環境を共存させ，それぞれの実行
環境を切り替える機能を提供しています。構築済み実行環境の切り替えによって，同一
製品のバージョンやパッチの違い，設定内容の違いなどによるシステムの動作を，1 台の
マシンで検証できます。
この節では，構築済み実行環境の切り替えの概要や，実行環境を切り替える場合の注意
事項などについて説明します。なお，1 台のマシンで同時に動作できる実行環境は一つで
す。

！

注意事項
構築済み実行環境の切り替えは，UNIX 環境の場合に使用できます。退避機能と回復機能
は，同じ OS の同じバージョンのマシン環境上で実行してください。切り替え対象となる実
行環境を構築する製品は，Application Server Standard，および Application Server
Enterprise です。

16.8.1

構築済み実行環境の切り替えの概要

ここでは，構築済み実行環境の切り替えの概要について説明します。
構築済み実行環境を切り替える場合，構築済みの実行環境ごとに退避環境を作成します。
退避環境は，実行環境を圧縮して，稼働可能状態から退避状態（稼働できない状態）に
遷移した環境です。複数の退避環境のうち，使用したい退避環境を稼働可能状態に回復
して，実行環境を切り替えます。
複数の構築済み実行環境の切り替えの概要を次の図に示します。
図 16-8
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この図では，実行環境 A に対する退避環境 A と，実行環境 B に対する退避環境 B をそ
れぞれ作成して，実行環境を切り替えています。作成済みの退避環境は，一覧で出力し
たり，不要となった場合に削除したりできます。
次に，構築済み実行環境を切り替える場合の前提条件，切り替え時に使用する機能，お
よび取得するログファイルについて説明します。

（1） 前提条件
切り替え対象となる実行環境を構築する製品は，Application Server Standard，および
Application Server Enterprise です。構築済み実行環境の切り替えは，UNIX 環境の場
合に使用できます。退避対象となる実行環境は，システムの構築が完了済みで，各サー
バやサービスを起動していない状態（稼働可能状態）であることが前提です。
また，構築済み実行環境から退避環境を作成する場合に，実行環境は TAR 形式または
CPIO 形式に圧縮されます。このため，実行環境の切り替えは，TAR 形式または CPIO
形式に対応している環境で実行する必要があります。

（2） 構築済み実行環境の切り替えで使用する機能
構築済み実行環境を切り替える場合，次の四つの機能を使用します。
● 退避機能
構築済み実行環境を TAR 形式または CPIO 形式のファイルに圧縮して，退避環境を
作成します。退避機能を実行しても，構築済み実行環境はそのまま残ります。退避環
境は，複数作成でき，退避機能実行時に指定する識別子で管理できます。
● 回復機能
現在の構築済み実行環境をアンインストールして，退避環境を回復します。回復機能
を実行しても，回復元の退避環境はそのまま残ります。実行環境の回復完了後に，回
復元の退避環境を削除したい場合は，削除機能を実行してください。
● 削除機能
退避環境を削除します。退避環境が不要となった場合に実施します。
● 退避環境一覧出力機能
現在退避している退避環境の一覧を出力します。
退避環境一覧出力機能では，次の項目を出力します。
• 退避環境の識別子
• 退避環境の格納先パス
• 退避環境を作成した日付と時刻
• 退避環境に退避した製品の形名，バージョン情報および製品名
退避環境一覧の出力形式については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コ

マンド編」を参照してください。
これらの機能は，cosmienv コマンドに，機能に対応する引数を指定して実行します。
cosmienv コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマ
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ンド編」を参照してください。

（3） 構築済み実行環境の切り替え実行時に障害が発生した場合の対処
構築済み実行環境を切り替える場合は，cosmienv コマンドを実行します。cosmienv コ
マンド実行時に障害が発生した場合は，メッセージと，ログファイルの内容を基に障害
を解析してください。ログファイルは機能ごとに取得され，次の場所に格納されます。
構築済み実行環境の切り替えで取得するログファイルの格納場所
/opt/Cosminexus/env/log
機能ごとに出力されるログファイルを次の表に示します。
表 16-1

機能ごとに出力されるログファイル

機能の種類

ログファイル名

退避機能

cosmienv_s[n].log

回復機能

cosmienv_d[n].log

削除機能

cosmienv_r[n].log

なお，退避環境一覧出力機能の場合，ログファイルは出力されません。
ログファイルの内容については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参
照してください。また，メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッセージ
2

16.8.2

KEOS ／ KEUC ／ KFCB 編」を参照してください。

構築済み実行環境の切り替えの流れ

ここでは，構築済み実行環境を切り替える場合の流れについて説明します。構築済み実
行環境の切り替えの流れを次の図に示します。
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構築済み実行環境の切り替えの流れ

この図では，1 台のマシンで，実行環境のバージョンアップを実施し，バージョンアップ
後の実行環境で動作確認をしたあと，バージョンアップ前の実行環境に戻しています。
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この場合，退避機能を使用して，各バージョンの実行環境を退避しているので，動作確
認中に障害や不具合が発生しても，再インストールや環境設定などの作業を実施しない
で，退避した実行環境に回復できます。
退避機能を使用すると，次に示す実行環境を 1 台のマシンに共存できます。
• 製品のバージョンが異なる実行環境
• 製品のバージョンが同じで，設定が異なる実行環境
• 製品のバージョンが同じで，適用しているパッチが異なる実行環境

16.8.3

構築済み実行環境を切り替える場合の注意

ここでは，構築済み実行環境を切り替える場合の注意事項について説明します。
● 退避機能および回復機能を実行する場合，次に示すファイルは，退避および回復され
ません
• ユーザ任意の定義ファイル
• ログファイル
• プロパティの設定によって作成されるファイル
これらのファイルのうち，退避機能実行前に退避したり，回復機能実行後に回復した
りする作業が必要なファイルがあります。手動で退避・回復が必要なファイルについ
ては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
● CTM ドメインマネジャが異常終了したあとに，構築済み実行環境の切り替えを実施す
ると，CTM ドメインマネジャの起動時に KFCT70604-E メッセージを出力して，起
動に失敗する場合があります。CTM ドメインマネジャの起動に失敗した場合は，次の
どちらかを実施してください。
• ctmdmstart コマンドに，-CTMAutoForce オプションまたは -CTMForceStart を指
定して，CTM ドメインマネージャを起動してください。
• CTMSPOOL 環境変数で指定したディレクトリ以下を削除してから，CTM ドメイ
ンマネージャを起動してください。
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17

運用支援機能

システムの日常運用
この章では，Cosminexus システムで提供する，システムの日
常運用を支援する機能について説明します。
システムの日常運用を支援する機能には，システムの起動・停
止，運用監視，障害検知，性能解析など，システム運用に必要
な機能およびサポート機能があります。

17.1 システムの日常運用の概要
17.2 J2EE サーバまたはバッチサーバの運用とシステムの運用管理者
（UNIX の場合）
17.3 システムの起動と停止
17.4 ステータスの監視
17.5 稼働情報の監視（稼働情報収集機能）
17.6 稼働情報の監視（運用管理コマンド）
17.7 リソースの枯渇監視
17.8 Management イベントによる処理の自動実行
17.9 CTM の稼働統計情報の収集
17.10 システムの処理性能の解析
17.11 サービスユニットの構成監視
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17.1 システムの日常運用の概要
Cosminexus では，システムを日常的に運用するための機能を提供しています。
Cosminexus システムの運用管理には，Management Server を利用します。
Management Server を利用すると，複数のホストで構成されるサーバに対する一括操作
など，運用管理機能が利用できます。Management Server を使用したシステムの運用管
理機能の仕組みについては「16.2

Management Server で構築したシステムの概要」を

参照してください。
なお，システムの日常運用を支援する機能は，アプリケーションの実行環境によって異
なります。ここでは，J2EE アプリケーションの実行環境の場合とバッチアプリケーショ
ンの実行環境の場合に分けて，システムの日常運用を支援する機能を説明します。

！

注意事項
J2EE サーバとバッチサーバの識別
Management Server では，バッチサーバは論理 J2EE サーバとして管理されます。このた
め，システムの日常運用をする際に，バッチサーバも「J2EE サーバ」として出力または表
示されます。システム運用時に，ファイル，コマンドの実行結果，または Server Plug-in の
画面に表示される「J2EE サーバ」がバッチサーバか J2EE サーバかは，usrconf.cfg のオプ
ションを参照して判断してください。
• batch.service.enabled=true になっている場合
バッチサーバとして構築されたサーバです。
• batch.service.enabled=false になっている場合
J2EE サーバとして構築されたサーバです。
なお，usrconf.cfg の batch.service.enabled キーの値は変更しないでください。

17.1.1

J2EE アプリケーションの実行環境の日常運用

J2EE アプリケーションの実行環境の日常運用を支援する機能について説明します。ま
た，Management Server で利用できる運用管理機能，および Management Server の運
用管理ドメインで管理できる論理サーバについても説明します。

（1） 日常運用を支援する機能
Cosminexus で提供している日常運用を支援する機能の概要を表に示します。
表 17-1

日常運用を支援する機能の一覧（J2EE アプリケーションの実行環境の場合）

機能
システムの起動・
停止
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概要
システムを起動・停止します。

参照個所
17.3.1

17.

機能

システムの日常運用

概要

参照個所

障害発生時の自動
再起動

障害が発生して停止した論理サーバを自動再起動しま
す。

17.3.3

ステータスの監視

Web システム内のサービスユニットのステータスを監
視します。

17.4.1

J2EE アプリケーションや論理サーバのステータスを監
視します。

17.4.2

稼働情報の監視
（稼働情報の収集
機能）

J2EE サーバの稼働状態を監視し，稼働情報を出力しま
す。

17.5

稼働情報の監視
（運用管理コマン
ド）

論理サーバの稼働状態を監視し，稼働情報を出力しま
す。

17.6

リソースの枯渇監
視

J2EE サーバおよび SFO サーバのリソースの使用状況
を監視します。

17.7

Management イベ
ントによる処理の
自動実行

Management イベントによって，障害やリソース枯渇
などの事象を Management Server に通知します。ま
た，Management イベント発生時に自動的に
Management アクションを実行できます。

17.8

CTM の稼働統計
情報の収集

リクエストを処理する過程で出力される稼働統計情報
を取得し，CTM の処理性能の解析に利用できます。

17.9

システムの性能解
析

リクエストを処理する過程で出力される性能解析ト
レースを取得し，Cosminexus システムの処理性能の解
析に利用できます。

17.10

構成監視

Web システム内のサービスユニットの構成を確認でき
ます。

17.11

（2） 利用できる運用管理機能
システムの運用時には Smart Composer 機能のコマンドに加えて，Management Server
の運用管理コマンド（mngsvrutil）も使用します。
利用できる運用管理機能と実行方法を次の表に示します。
表 17-2

利用できる運用管理機能と実行方法（J2EE アプリケーションの実行環境の場
合）

運用管理機能

サービスユニットの起動と停
止

実行方法

備考

Smart Composer
機能のコマンド

運用管理コ
マンド

○

×

−
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運用管理機能

実行方法

備考

Smart Composer
機能のコマンド

運用管理コ
マンド

ステータス監視

○

○

性能解析トレースファイルの
収集

×

○

−

CTM の稼働統計情報の収集

×

○

−

稼働情報のファイルへの出力
（CSV 形式または SNMP 連携
用形式ファイル）

×

○

−

運用管理エージェントの稼働
状況の確認

×

○

−

Management Server の稼働状
況の確認

×

○

−

×：実行できない

−：該当なし

（凡例） ○：実行できる

• Smart Composer 機能のコマン
ドは，Web システム内のサービ
スユニットのステータスを監視
するときに使用します。
• 運用管理コマンドは，それぞれ
の J2EE アプリケーションや論
理サーバのステータスを監視す
るときに使用します。

（3） 運用管理ドメインで管理できる論理サーバ
J2EE アプリケーション実行環境の場合に，運用管理ドメインで管理できる論理サーバの
種類を説明します。
● 論理 J2EE サーバ
J2EE サーバの機能を提供する論理サーバです。
● 論理パフォーマンストレーサ
パフォーマンストレーサを使用する場合に必要な論理サーバです。パフォーマンスト
レーサは，Cosminexus システムの各機能レイヤが出力するトレース情報を取得して，
ファイルに出力するエンジンになるプログラムです。各機能レイヤとトレース情報収
集の概要については，
「17.10 システムの処理性能の解析」を参照してください。
● 論理スマートエージェント
CTM を使用する場合に必要な論理サーバです。Cosminexus TPBroker で提供されて
いる，動的な分散ディレクトリサービスを提供します。
● 論理 CTM ドメインマネジャ
CTM を使用する場合に必要な論理サーバです。CTM ドメインを管理するプログラム
を提供します。なお，CTM ドメインとは，複数の CTM デーモンで構成される，情報
共有と負荷分散の対象になる範囲のことです。
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● 論理 CTM
CTM を使用する場合に必要な論理サーバです。クライアントからのリクエストを処理
してリクエストをスケジューリングするプロセスとして，CTM デーモンとグローバル
CORBA ネーミングサービスを提供します。
● 論理 SFO サーバ
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に必要な論理サーバです。J2EE サー
バ間のセッション情報を管理します。
● 論理 Web サーバ
Web サーバと連携する場合に必要な論理サーバです。Management Server では，
Web サーバとして Hitachi Web Server を使用します。
● 論理ユーザサーバ
ユーザが任意で定義したサービスやプロセスを Management Server で管理する場合
に必要な論理サーバです。ユーザ定義のサービスやプロセスを論理ユーザサーバとし
て定義することで，サービスやプロセスが Management Server の管理対象となりま
す。これによって，起動，停止，およびステータス監視ができるようになります。
また，Smart Composer 機能では，複数の論理サーバを，サービスユニットという単位
で扱います。サービスユニットについては，
「16.3 Smart Composer 機能を使用したシ
ステム構築の特長」を参照してください。

17.1.2

バッチアプリケーションの実行環境の日常運用

バッチアプリケーションの実行環境の日常運用を支援する機能について説明します。ま
た，Management Server で利用できる運用管理機能，および Management Server の運
用管理ドメインで管理できる論理サーバについても説明します。

（1） 日常運用を支援する機能
Cosminexus で提供している日常運用を支援する機能の概要を表に示します。
表 17-3

日常運用を支援する機能の一覧（バッチアプリケーションの実行環境の場合）

機能

概要

参照個所

システムの起動・
停止

システムを起動・停止します。

17.3.1

障害発生時の自動
再起動

障害が発生して停止した論理サーバを自動再起動しま
す。

17.3.3

ステータスの監視

Web システム内のサービスユニットのステータスを監
視します。

17.4.1

論理サーバのステータスを監視します。

17.4.2

バッチサーバの稼働状態を監視し，稼働情報を出力し
ます。

17.5

稼働情報の監視
（稼働情報の収集
機能）
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機能

概要

参照個所

論理サーバの稼働状態を監視し，稼働情報を出力しま
す。

17.6

リソースの枯渇監
視

バッチサーバのリソースの使用状況を監視します。

17.7

Management イベ
ントによる処理の
自動実行

Management イベントによって，障害やリソース枯渇
などの事象を Management Server に通知します。ま
た，Management イベント発生時に自動的に
Management アクションを実行できます。

17.8

システムの性能解
析

リクエストを処理する過程で出力される性能解析ト
レースを取得し，Cosminexus システムの処理性能の解
析に利用できます。

17.10

構成監視

Web システム内のサービスユニットの構成を確認でき
ます。

17.11

稼働情報の監視
（運用管理コマン
ド）

（2） 利用できる運用管理機能
システムの運用時には Smart Composer 機能のコマンドに加えて，Management Server
の運用管理コマンド（mngsvrutil）も使用します。
利用できる運用管理機能と実行方法を次の表に示します。
表 17-4

利用できる運用管理機能と実行方法（バッチアプリケーションの実行環境の場
合）

運用管理機能

実行方法

備考

Smart Composer
機能のコマンド

運用管理コマンド

サービスユニットの起動と
停止

○

×

−

ステータス監視

○

○

• Smart Composer 機能のコマ
ンドは，Web システム内の
サービスユニットのステータ
スを監視するときに使用しま
す。
• 運用管理コマンドは，それぞ
れの論理サーバのステータス
を監視するときに使用しま
す。

性能解析トレースファイル
の収集

×

○

−

稼働情報のファイルへの出
力（CSV 形式または
SNMP 連携用形式ファイ
ル）

×

○

−
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実行方法

システムの日常運用

備考

Smart Composer
機能のコマンド

運用管理コマンド

運用管理エージェントの稼
働状況の確認

×

○

−

Management Server の稼
働状況の確認

×

○

−

（凡例） ○：実行できる

×：実行できない

−：該当なし

（3） 運用管理ドメインで管理できる論理サーバ
バッチアプリケーション実行環境の場合に，運用管理ドメインで管理できる論理サーバ
の種類を説明します。
● 論理 J2EE サーバ
バッチサーバの機能を提供する論理サーバです。
● 論理パフォーマンストレーサ
パフォーマンストレーサを使用する場合に必要な論理サーバです。パフォーマンスト
レーサは，Cosminexus システムの各機能レイヤが出力するトレース情報を取得して，
ファイルに出力するエンジンになるプログラムです。各機能レイヤとトレース情報収
集の概要については，「17.10

システムの処理性能の解析」を参照してください。

また，Smart Composer 機能では，複数の論理サーバを，サービスユニットという単位
で扱います。サービスユニットについては，
「16.3 Smart Composer 機能を使用したシ
ステム構築の特長」を参照してください。
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17.2 J2EE サーバまたはバッチサーバの運用
とシステムの運用管理者（UNIX の場合）
UNIX の場合，J2EE サーバやバッチサーバのセットアップ，起動・停止などはスーパー
ユーザで実施しますが，スーパーユーザ以外の一般ユーザでも権限を与えることでこれ
らの操作ができるようになります。このユーザを Component Container 管理者といいま
す。Component Container 管理者を設定することで，スーパーユーザ以外のユーザを運
用管理者にできます。
Component Container 管理者の設定は，Cosminexus の構成ソフトウェアである
Cosminexus Component Container をインストールしたあとに実施します。なお，
Component Container 管理者の設定後，Component Container 管理者ができる操作は，
一部の操作を除き，スーパーユーザでは操作できなくなるので注意してください。
Component Container 管理者を設定した場合に，スーパーユーザおよび Component
Container 管理者が実施できる操作について，次の表に示します。
表 17-5

スーパーユーザおよび Component Container 管理者が実施できる操作
スーパーユーザ

Component Container
管理者

○

×

Component Container 管理者のセットアップ
（cjenvsetup コマンド）

○

×

作業ディレクトリおよびユーザ定義ファイルの移行
（cjenvupdate コマンド）

×

○

J2EE サーバまたはバッチサーバのセットアップ／アン
セットアップ（cjsetup コマンド）

×

○

リダイレクタの設定

×

○

×

○

サーバ管理コマンドの実行

○

○

スレッドダンプの取得（cjdumpsv コマンド）

○

○

OS 状態情報の取得（cjgetsysinfo コマンド）

○

○

バッチ実行コマンド（cjexecjob コマンド）※

○

○

バッチ強制停止コマンド（cjkilljob コマンド）※

○

○

操作
Cosminexus Component Container のインストール

J2EE サーバまたはバッチサーバの起動／停止
（cjstartsv コマンド，cjstopsv コマンド）

（凡例） ○：できる
注※
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×：できない

バッチアプリケーションの場合に使用できるコマンドです。

17.

システムの日常運用

参考
Component Container 管理者を設定しない場合は，スーパーユーザが運用管理者となるた
め，表中の Component Container 管理者の操作はスーパーユーザが実施します。
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17.3 システムの起動と停止
ここでは，日常運用で行うシステムの起動・停止，および障害発生時の自動再起動につ
いて説明します。

17.3.1

日常運用での起動と停止

Smart Composer 機能のコマンドを使用すると，論理サーバをサービスユニット単位で，
またはすべてのサービスユニットを一括で起動・停止できます。また，Web システム内
のすべてのサービスユニットを一括で起動・停止することもできます。

参考
アプリケーションの開発環境で，テスト・デバッグを実施する場合などには，Server
Plug-in で J2EE サーバの起動・停止ができます。

Smart Composer 機能では，運用管理に Management Server を使用するため，次の流
れでシステムを起動します。停止の場合は，起動と逆の流れになります。論理サーバの
起動と停止の仕組みについては，「17.3.2

論理サーバの起動・停止と稼働確認」を参照

してください。
1. 運用管理エージェントの起動
2. Management Server の起動
3. サービスユニットの準備状態での起動（Smart Composer 機能のコマンド）
4. リソースアダプタの開始（サーバ管理コマンド）
5. J2EE アプリケーションの開始（サーバ管理コマンド）
6. サービスユニットの稼働状態での起動（Smart Composer 機能のコマンド）
システムの起動と停止の詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。

17.3.2

論理サーバの起動・停止と稼働確認

Management Server を利用して論理サーバを起動・停止，および稼働確認を行います。

（1） 論理サーバの起動と稼働確認
論理サーバの起動と稼働確認について次の図に示します。
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論理サーバの起動と稼働確認

1. Management Server は運用管理エージェントに論理サーバの起動要求を出します。
2. 運用管理エージェントは，論理サーバの起動コマンドを実行して，要求された論理
サーバを起動します。
3. 運用管理エージェントで論理サーバプロセスのプロセス ID を取得します。
4. 運用管理エージェントは，Management Server に論理サーバの起動完了を通知しま
す。
5. 運用管理エージェントは，論理サーバのプロセス監視および動作確認を実施します。
論理サーバプロセスのプロセス ID を使用してプロセスがあるかどうかを確認し，プ
ロセスの存在が確認できると，論理サーバの動作確認を実施します。
6. 運用管理エージェントは，論理サーバのステータスを Management Server に通知し
ます。
論理サーバの種類ごとのプロセス確認および動作確認の内容を，次の表に示します。な
お，表中の動作確認の項目がない論理サーバについては，プロセスの存在確認だけが実
施されます。
表 17-6

論理サーバの稼働確認方法

論理サーバの種類

プロセスの
起動方法※

論理サーバの稼働確認方法
プロセス存在確認

論理パフォーマンスト
レーサ

間接起動

パフォーマンストレーサの提供コ
マンドで取得したプロセス ID の
存在を確認する。

動作確認
−
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論理サーバの種類

プロセスの
起動方法※

論理サーバの稼働確認方法
プロセス存在確認

動作確認

論理スマートエージェン
ト

直接起動

起動コマンドのプロセス ID の存
在を確認する。

−

論理ネーミングサービス

直接起動

起動コマンドのプロセス ID の存
在を確認する。

ルートコンテキスト
を取得できることを
確認する。

論理 CTM ドメインマネ
ジャ

間接起動

CTM ドメインマネジャの提供コマ
ンドで取得したプロセス ID の存
在を確認する。

−

論理 CTM

ネーミン
グサービ
ス

直接起動

起動コマンドのプロセス ID の存
在を確認する。

−

CTM
デーモン

間接起動

CTM デーモンの提供コマンドで取
得したプロセス ID の存在を確認
する。

−

論理 SFO サーバ

直接起動

起動コマンドのプロセス ID の存
在を確認する。

• メトリックが取得
できることを確認
する。
• SFO アプリケー
ションが開始され
ていることを確認
する。

論理 J2EE サーバ

直接起動

起動コマンドのプロセス ID の存
在を確認する。

IIOP での呼び出しに
応答することを確認
する。

論理 Web サーバ

間接起動

Web サーバが生成する httpd.pid
ファイルから取得した制御プロセ
スと Web サーバのサーバプロセス
のプロセス ID の存在を確認する。

Web サーバ動作確認
用 URL に対して
HTTP アクセスで正
しいレスポンスが受
信できるかどうかを
確認する。応答は
Web サーバのサーバ
プロセスが行う。
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論理ユーザサーバ

プロセスの
起動方法※
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論理サーバの稼働確認方法
プロセス存在確認

動作確認

直接起動

論理ユーザサーバ定義ファイルに
getProcessID コマンドが定義され
ている場合は，getProcessID コマ
ンドで取得したプロセス ID の存
在を確認する。定義されていない
場合は，起動コマンドのプロセス
ID の存在を確認する。

論理ユーザサーバ定
義ファイルに isAlive
コマンドが定義され
ている場合は，
isAlive コマンドを使
用してプロセスが稼
働しているかを確認
する。定義されてい
ない場合は，動作確
認は成功したものと
みなす。

間接起動

getProcessID コマンドで取得した
プロセス ID の存在を確認する。

論理ユーザサーバ定
義ファイルに isAlive
コマンドが定義され
ている場合は，
isAlive コマンドを使
用する。定義されて
いない場合は，動作
確認は成功したもの
とみなす。

（凡例） −：なし
注※

直接起動では，実行したコマンドそのものが監視対象となります。間接起動では，コマンド

が起動したサービスやプロセスが監視対象となります。コマンドを実行して監視対象のサービスや
プロセスが起動されると，コマンドは終了します。

（2） 論理サーバの停止
論理サーバの停止について次の図に示します。
図 17-2

論理サーバの停止

1. Management Server は運用管理エージェントに論理サーバの停止要求を出します。
2. 運用管理エージェントは，論理サーバの停止コマンドを実行して，要求された論理
サーバを停止します。
3. 運用管理エージェントは，Management Server に論理サーバの停止完了を通知しま
す。
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17.3.3

障害発生時の自動再起動

Management Server を使用して，障害が発生して停止した論理サーバを自動再起動でき
ます。
自動再起動は，Management Server によって正しく起動された論理サーバから，起動後
の状態として「障害」が検出された場合に実行されます。「障害」とは，停止要求を受け
付けていないのに論理サーバが停止したことが検出された状態です。
運用管理エージェントでは，論理サーバに対してプロセス監視および動作確認をしてい
ます。プロセスのダウン，およびハングアップといった論理サーバの障害を検出すると，
運用管理エージェントは異常を検知し，Management Server に通知します。
Management Server は，障害検知時コマンドおよび snapshot ログ収集を実行してトラ
ブルシューティング用の資料を収集したあとで，論理サーバを自動再起動します。
ユーザからの起動要求に対する起動処理の途中で障害が発生した場合は，自動再起動を
しないでユーザに起動の失敗が通知されます。
自動再起動は，システムの構築時に設定した，自動再起動回数および自動再起動リトラ
イ間隔に従って実行されます。
なお，自動再起動回数として「0 回」を設定している場合，自動再起動は実行されませ
ん。
障害発生時の自動再起動の流れと論理サーバのステータスについて次の図に示します。
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障害発生時の自動再起動

なお，前提となる論理サーバで自動再起動をした場合には，前提となる論理サーバの自
動再起動の完了後に，該当する論理サーバを前提として設定している論理サーバも再起
動されます。

ポイント
障害検出について
論理サーバの稼働状態の確認は，運用管理エージェントでの論理サーバのプロセス監視およ
び動作確認で実施しています。例えば，プロセス監視では，論理サーバプロセスのプロセス
ID が存在するかどうかを確認します。プロセス ID が存在しない場合は，運用管理エージェ
ントはプロセスダウンを検知し，Management Server に異常を通知します。
なお，プロセス監視および動作確認の内容は，論理サーバの種類によって異なります。詳細
については，
「17.3.2

論理サーバの起動・停止と稼働確認」を参照してください。
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17.4 ステータスの監視
Cosminexus では，ステータス監視によって，システムが正常に稼働しているかどうか
を監視できます。ステータス監視には次の 2 種類があります。
● サービスユニットのステータス監視
サービスユニットのステータスを監視できます。
● 論理サーバのステータス監視
論理サーバのステータスを監視できます。

参考
サーバ管理コマンドを使用して，サーバ上で動作するアプリケーションのステータス監視，
および稼働中の J2EE サーバやバッチサーバのトランザクション情報の表示などができま
す。

17.4.1

サービスユニットのステータス監視

Smart Composer 機能のコマンドを使用してサービスユニットの稼働状態（ステータス）
を監視できます。サービスユニットのステータス監視では，特定のユニット，または
Web システム中のすべてのユニットの稼働状態を CSV 形式にファイル出力できます。
なお，Smart Composer 機能のコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。

17.4.2

論理サーバのステータス監視

論理サーバのステータス監視では，運用管理コマンド（mngsvrutil）を使用して論理
サーバの稼働状態（ステータス）を監視できます。ステータス情報は標準出力に出力し
たり，CSV 形式または SNMP 連携様式にファイル出力したりできます。
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17.5 稼働情報の監視（稼働情報収集機能）
稼働情報の収集機能では，J2EE サーバやバッチサーバの稼働状態を定期的に監視して，
サーバ性能やリソースの情報などの稼働情報を取得できます。稼働情報は，J2EE サーバ
やバッチサーバの稼働状態を確認したり，稼働実績を統計情報として参照したり，J2EE
サーバやバッチサーバの設定パラメタをチューニングしたりするのに利用できます。
稼働情報を監視することで，次の機能を使用できます。
● 稼働情報ファイルの出力
取得した稼働情報を稼働情報ファイルとして出力できます。
● イベントの発行
監視対象にしきい値を設定し，監視対象がしきい値を超えた時にイベントを発行でき
ます。
稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。

ポイント
稼働情報を監視する方法には，運用管理コマンドを使用した方法もあります。稼働情報の監
視を行う場合，通常の運用では，ここで説明している稼働情報ファイルを使用して稼働情報
を監視してください。稼働情報ファイルで取得できる情報よりも，詳細な情報を取得したい
場合には，運用管理コマンドを使用して稼働情報を監視してください。運用管理コマンドを
使用した稼働情報の監視については，「17.6

稼働情報の監視（運用管理コマンド）」を参照

してください。

17.5.1

稼働情報ファイルの出力

稼働情報ファイルの出力機能では，J2EE サーバやバッチサーバの各機能単位で出力され
る稼働情報を指定された稼働情報収集間隔ごとに収集し，テキストファイルに出力しま
す。
稼働情報を出力する機能を次の図に示します。
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図 17-4

稼働情報の種類と稼働情報を出力する J2EE サーバの機能

稼働情報を出力する機能を次に示します。なお，各機能の番号は，図中の数字と対応し
ています。
1. JavaVM
2. プロセスリソース
3. Stateful Session Bean ※
4. Stateless Session Bean ※
5. Message-driven Bean ※
6. DB Connector
7. JCA リソース
8. トランザクションサービス
9. Web アプリケーション※
10.Web コンテナ※
11. URL グループ※
注※

バッチサーバの場合は該当しません。

出力される稼働情報を次の表に示します。
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分類
サーバ性能
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種別
実行結果情報

稼働情報を出力する機能単
位
情報

受け付けリクエスト数※

Web アプリケーション
URL グループ

応答済みリクエスト数※

Web アプリケーション
URL グループ

セッション数※

Web アプリケーション

実行待ちリクエスト数の上限からあ
ふれたリクエスト数※

Web コンテナ
Web アプリケーション
URL グループ

サーバリソー
ス

流量制御リソー
ス情報

受け付けメッセージ数※

Message-driven Bean

決着済みトランザクション数

トランザクションサービス

トランザクションロールバック数

トランザクションサービス

コネクション取得失敗数

JCA リソース

プールされた PreparedStatement
数

DBConnector

プールされた CallableStatement 数

DBConnector

PrepareStatement メソッドが呼び
出された回数

DBConnector

PrepareCall メソッドが呼び出され
た回数

DBConnector

プール内 PreparedStatement ヒッ
ト回数

DBConnector

プール内 CallableStatement ヒット
回数

DBConnector

同時実行スレッド数※

Web コンテナ
Web アプリケーション
URL グループ
※

実行待ちリクエスト数

Web コンテナ
Web アプリケーション
URL グループ

プールされたインスタンス数※

Stateless Session Bean

プール内の使用中インスタンス数※

Stateless Session Bean

実行待ちリクエスト数※

Stateless Session Bean

接続セッション数※

Stateful Session Bean
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稼働情報
分類

種別

OS リソース情
報

注※

17.5.2

稼働情報を出力する機能単
位
情報

プールされたインスタンス数※

Message-driven Bean

プール内の使用中インスタンス数※

Message-driven Bean

プールされたコネクション数

JCA リソース

プール内の使用中コネクション数

JCA リソース

コネクション取得待ちスレッド数

JCA リソース

JavaVM ヒープサイズ

JavaVM

コピーガーベージコレクション回数

JavaVM

フルガーベージコレクション回数

JavaVM

ロードされているクラス数

JavaVM

JavaVM の稼働中のスレッド数

JavaVM

モニタロックのためにブロック状態
であるスレッド数

JavaVM

スレッド数

プロセスリソース

ファイルディスクリプタ数

プロセスリソース

バッチサーバの場合は該当しません。

イベントの発行

イベントの発行機能は，稼働情報の監視対象が，設定したしきい値を超えた時に，イベ
ントを発行する機能です。イベントが発行されることで，稼働状態の異常を検知できま
す。
なお，イベント発行時にはメッセージが出力されます。このメッセージを利用して
Management イベントを発行できます。Management イベントの詳細については，
「17.8

Management イベントによる処理の自動実行」を参照してください。

（1） しきい値を設定できる監視対象
しきい値を設定できる稼働情報の監視対象は次の二つです。
● フルガーベージコレクション回数
フルガーベージコレクションの回数を監視します。フルガーベージコレクションが頻
発する異常状態を検知できます。しきい値には，フルガーベージコレクションの回数
を設定します。
J2EE アプリケーションの実行環境およびバッチアプリケーションの実行環境で監視
できます。
● URL グループ単位の実行待ちリクエスト数
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URL グループ単位の実行待ちリクエストキューにあるリクエスト数を監視します。実
行待ちリクエスト数がリクエストキューサイズを超える前に，リクエストキューの空
きが少なくなったことを検知できます。しきい値には，実行待ちリクエストキューサ
イズに対する実行待ちリクエスト数の割合を設定します。
J2EE アプリケーションの実行環境で監視できます。

（2） イベントの発行方法
イベントの発行方法は，しきい値を設定する監視対象によって，回数型と増減型の 2 種
類があります。フルガーベージコレクション回数の監視は回数型，URL グループ単位の
実行待ちリクエスト数の監視は増減型です。
（a） フルガーベージコレクション回数の場合（回数型）
設定した監視時間（しきい値監視間隔）単位で発生したフルガーベージコレクション回
数をカウントし，しきい値に達した場合にイベントを発行します。
フルガーベージコレクション回数の場合の，しきい値のイベント発行について次の図に
示します。
図 17-5

しきい値のイベント発行（フルガーベージコレクション回数の場合）

この図の場合，フルガーベージコレクション回数のしきい値が 10，しきい値監視間隔が
5 分です。稼働情報の監視を開始した時点からしきい値監視間隔ごとにフルガーベージコ
レクションの回数をカウントし，一回のしきい値監視間隔でフルガーベージコレクショ
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ンが 10 回を超えるとイベントを発行します。
（b） URL グループ単位の実行待ちリクエスト数の場合（増減型）
上限しきい値および下限しきい値を設定し，URL グループ単位の実行待ちリクエスト数
が，それぞれのしきい値に達した時にイベントを発行します。上限しきい値のイベント，
および下限しきい値のイベントは次のタイミングで発行されます。なお，上限しきい値
は下限しきい値より大きく設定する必要があります。
• URL グループ単位の実行待ちリクエスト数が上限しきい値（警告域）に達した時に，
上限しきい値のイベントが発行されます。
• 上限しきい値のイベントが発行されたあと，URL グループ単位の実行待ちリクエスト
数が下限しきい値以下になった時に，正常域に戻ったことを示す下限しきい値のイベ
ントが発行されます。
• 上限しきい値のイベントが発行されてから，URL グループ単位の実行待ちリクエスト
数がいったん下限しきい値以下になってから再度上限しきい値に達した時に，上限し
きい値のイベントが発行されます。上限しきい値のイベントが発行されたあと，下限
しきい値に達しないで，再度上限しきい値に達した場合は，上限しきい値のイベント
は発行されません。
• 下限しきい値のイベントが発行されてから，URL グループ単位の実行待ちリクエスト
数がいったん上限しきい値以上になってから再度下限しきい値に達した時に，下限し
きい値のイベントが発行されます。下限しきい値のイベントが発行されたあと，上限
しきい値に達しないで，再度下限しきい値に達した場合は，下限しきい値のイベント
は発行されません。
URL グループ単位の実行待ちリクエスト数の場合の，しきい値のイベント発行について
次の図に示します。
図 17-6

しきい値のイベント発行（URL グループ単位の実行待ちリクエスト数の場合）

この図の場合，正常域から上限しきい値に達した時に，上限しきい値のイベントが発行
されます。その後，上限しきい値以下になってから，再度上限しきい値に達しますが，
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この時には上限しきい値のイベントは発行されません。これ以降，下限しきい値に達し
た時に下限しきい値のイベントが，上限しきい値に達した時に上限しきい値のイベント
が発行されます。
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17.6 稼働情報の監視（運用管理コマンド）
Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）を使用して稼働情報を監視でき
ます。運用管理コマンドによる稼働情報の監視では，Management Server を使用して運
用管理ドメイン内の論理サーバを監視します。稼働情報は，運用管理ドメイン単位で，
ファイルに出力して確認できます。ファイルの形式は，CSV 形式または SNMP 連携用
形式です。
SNMP 連携用形式のファイルは，SNMP Manager 製品と連携する場合に使用できます。
これらの製品で使用する場合は，SNMP 連携用形式のファイルを，JP1/Cm2/ESA for
Extension Mib Runtime ※などを使用して MIB オブジェクトに変換して使用します。
注※
JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime は，Windows の場合に使用します。
UNIX の場合，JP1/Cm2/ESA となります。
稼働情報のファイルへの出力の流れを次の図に示します。なお，稼働情報を MIB オブ
ジェクトに変換する場合は，Cosminexus で提供する拡張 MIB オブジェクト定義ファイ
ルを使用します。
図 17-7
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参考
なお，運用管理エージェントおよび Management Server の稼働状況については，運用管理
コマンドまたは adminagentcheck コマンドを使用して確認できます。
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17.7 リソースの枯渇監視
Cosminexus では，リソースの使用状態を監視できます。これを，リソース枯渇監視機
能といいます。この機能は，Management イベントと組み合わせて利用することもでき
ます。

17.7.1

リソース枯渇監視機能の概要

リソース枯渇監視機能で監視できるリソースは全部で 7 種類あります。すべてのリソー
スを監視することもできますが，監視するリソースを選択することもできます。リソー
ス枯渇監視機能では，監視するリソースや，各リソースのしきい値などを設定します。
なお，リソース枯渇監視で対象となるのは，J2EE サーバ，SFO サーバ，またはバッチ
サーバのリソースです。
J2EE サーバ，SFO サーバ，またはバッチサーバのリソース枯渇を監視する設定にして
いる場合，監視対象のリソースについての情報が，一定間隔でファイルに出力されます。
この情報をリソース枯渇監視情報といいます。リソース枯渇監視情報は，監視するリ
ソースの種類ごとに出力するかどうかを選択できます。なお，リソース枯渇監視情報を
出力したファイルを，リソース枯渇監視ログファイルといいます。
リソース枯渇監視情報を利用すると，リソースの使用率または使用数の変化のしかたを
確認できます。また，この情報は，リソースの使用率または使用数がしきい値を超えた
場合に，その原因を調査するためにも使用できます。
リソースの使用率または使用数が設定したしきい値を超えた場合，アラートが発生しま
す。Management Server を使用している場合，アラートが発生すると，メッセージを出
力し，Management Server に対してイベントを通知できます。このイベントを，
Management イベントといいます。また，Management Server 側では，Management
イベントが通知されたときの動作を定義しておくことで，Management イベントが発生
すると自動的にアクションを実行できるようになります。このアクションを，
Management アクションといいます。リソース枯渇監視機能と Management イベント
を組み合わせて使用することによって，リソースを効率良く確実に監視できます。
Management イベントと Management アクションの詳細については，「17.8
Management イベントによる処理の自動実行」を参照してください。
Management イベントによる処理の自動実行の設定の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

17.7.2

システム構築ガイド」を参照してください。

監視できるリソースの種類

リソース枯渇監視機能では，7 種類のリソースを監視できます。7 種類すべてのリソース
を監視することも，必要なリソースだけ監視することもできます。ただし，使用してい
る OS によっては，監視できないリソースがあります。また，バッチサーバの場合，
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HTTP リクエスト実行待ちキュー監視およびセッション数監視はできません。
各リソースの詳細について次に説明します。
● メモリ監視
メモリ監視では，JavaVM でのヒープ・メモリ領域を監視します。メモリの使用状況
を監視することで，フルガーベージコレクションの予兆を検知できるので，監視結果
をヒープサイズおよびメモリサイズのチューニングに利用できます。

ポイント
この機能で監視しているメモリ使用率が 100% に近づいた場合に必ずフルガーベージコレク
ションが発生するわけではありません。監視した値は，フルガーベージコレクションが発生
する可能性が高いという予兆を検知するために使用されます。

● ファイルディスクリプタ監視
ファイルディスクリプタ監視では，サーバのプロセス内で開いているファイルディス
クリプタを監視します。ファイルディスクリプタの数を監視することで，システムに
割り当てられている，サーバのプロセスで使用できるファイルディスクリプタの枯渇
を検知したり，見積もりで求めたファイルディスクリプタの数に到達する前に検知し
たりできます。
なお，ファイルディスクリプタ監視は，Windows の場合，および AIX の場合は使用
できません。
● スレッド監視
スレッド監視では，サーバのプロセス内で生成するスレッド数を監視します。生成さ
れたスレッド数を監視することで，システムに割り当てられている，サーバのプロセ
ス内で生成できるスレッド数を超えたり，見積もりで求めたスレッド数に到達する前
に検知したりできます。
なお，スレッド監視は，Linux の場合は使用できません。
● スレッドダンプ監視
スレッドダンプ監視では，cjdumpsv コマンドや J2EE アプリケーション実行時間の
監視で出力されたスレッドダンプのファイル数を，サーバ単位で監視します。スレッ
ドダンプのファイル数を監視することで，ファイル数が上限に達する前に検知できま
す。
J2EE アプリケーション実行時間の監視については，「19.3

J2EE アプリケーション

実行時間の監視とキャンセル」を参照してください。
● HTTP リクエスト実行待ちキュー監視
HTTP リクエスト実行待ちキュー監視では，Web アプリケーション単位の同時実行ス
レッド数の制御で実行待ちキューにあるリクエストの数を監視します。監視する実行
待ちキューは，Web アプリケーションごとの実行待ちキューと，デフォルトの実行待
ちキューです。監視は，J2EE サーバ単位，または Web アプリケーション単位ででき
ます。HTTP リクエストの実行待ちキューを監視することで，リクエストが実行待ち
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キューからあふれる前の状態を検知できます。
ただし，実行待ちキューサイズに「0」が指定されている場合は監視しません。
なお，実行待ちキューサイズが動的に変更された場合でも，しきい値は最初に設定し
た値から変更されることはありません。
同時実行スレッド数については，
「4.17 同時実行スレッド数の制御」を参照してくだ
さい。
● セッション数監視
セッション数監視では，Web アプリケーション上で生成されるセッション数を監視し
ます。セッション数を監視することで，セッション数の増加を検知できます。
ただし，セッション数の設定で作成できるセッション数に「0」が指定されている場合
は，監視しません。
● コネクションプール監視
コネクションプール監視では，コネクションプールの使用状態を監視します。コネク
ションプールの使用状態を監視することで，コネクションの枯渇を事前に検知できる
ので，コネクションプールのチューニングに利用できます。
ただし，コネクションプールが無効となっている場合は，監視できません。また，コ
ネクションプールの最大値が無制限の場合は，監視はしますが，Management イベン
トは通知されません。
コネクションプールについては，
「9.10.1 コネクションプーリング」を参照してくだ
さい。
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17.8 Management イベントによる処理の自動
実行
この節では，Management イベントによる処理の自動実行について説明します。

17.8.1

Management イベントの通知と Management アク
ション

Management イベントとは，運用管理ドメイン内の J2EE サーバ，SFO サーバ，または
バッチサーバで発生する障害やリソース枯渇などの事象を Management Server に通知
するためのイベントです。J2EE サーバ，SFO サーバ，またはバッチサーバが稼働中に
出力するメッセージを契機にして Management イベントを発行できます。Management
Server 側では，Management イベントが通知されたときの動作を定義しておくことで，
Management イベントが発生すると自動的にアクションを実行できるようになります。
このアクションを Management アクションといいます。

！

注意事項
J2EE サーバおよび SFO サーバが出力するメッセージのうち，次に示すメッセージは
Management イベントの発行対象外となります。
• KDJE90001-E
• KDJE90002-E
• KDJE90003-E
• KDJE90005-W
• KDJE90006-W
• KDJE90009-W
メッセージの詳細については，マニュアル「Cosminexus

メッセージ 1

KAWS ／ KDAL

／ KDJE 編」を参照してください。

Management イベントが発行されてから，Management Server で Management アク
ションが実行されるまでの流れを次の図に示します。
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図 17-8

Management イベントと Management アクション

この例では，リソース枯渇監視機能で設定したしきい値を超えた場合に出力されるメッ
セージを契機に，Management イベントを実行しています。図中の処理の流れについて
説明します。
1. 監視しているリソースで設定しているしきい値を超えると，Management イベントが
発行されます。
2. Mnagement イベントは，Management Server に通知されます。
3. Management Server 内で定義された Management アクションの定義に従って，処理
が自動的に実行されます。
Management アクションの定義では，J2EE サーバから挙がる Management イベン
トに対応したアクションを定義します。Management アクションはあらかじめ定義し
ておく必要があります。
なお，リソース枯渇監視機能を使用してメモリ監視をしている場合，フルガーベージコ
レクションの予兆検知ができます。メモリ監視中に，フルガーベージコレクションの予
兆を検知すると，その情報は Management イベントとして Management Server に通知
されます。このとき，Management イベントでフルガーベージコレクションが通知され
たときの動作として，J2EE サーバでサービスを閉塞して再起動するアクションが定義さ
れていると，J2EE サーバに対してこのアクションが自動的に実行されます。これによっ
て，リクエスト処理の停止を回避できるようになります。

17.8.2

Management アクションの実行制御

ここでは，Management アクションの実行制御について説明します。
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同一の Management アクションの実行を一定時間抑止したり，同時実行数の上限を設定
したりすることによって，Management アクションの実行を制御できます。これによっ
て，同一の Management アクションが重複して実行されたり，Management アクショ
ンの実行が集中したりすることを防ぎます。
なお，Management アクションの実行とは，Management アクションとして指定された
コマンドを実行してから，コマンドが終了またはタイムアウトするまでのことを指しま
す。
Management アクションの実行制御方式を次の表に示します。
表 17-8

Management アクションの実行制御方式

制御方式

説明

抑止時間制御

Management アクションの実行後に，同一の Management アクションが実行
されるのを一定時間抑止します。これによって，一定時間内に発生する
Management イベントに対して実行される，Management アクションが集約さ
れます。

同時実行数制御

同一の Management アクションの同時実行数を制限します。これによって，
Management アクション実行中に，同一の Management アクションが過度に
重複して実行されることを防ぎます。同時実行数は Management アクション
ID ごとに適用されます。

なお，上記二つの方式を同時に指定した場合，同時実行数の上限値に達していないとき
でも，抑止時間内の Management アクションの実行は抑止されます。
Management アクションの制御方式について例を使って説明します。
● 設定例 1
次の内容が設定されていることとします。
• Management アクションの実行時間：5 秒
• 抑止時間：10 秒
• 同時実行数の上限値：2
Management アクションの制御例を次の図に示します。
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図 17-9

Management アクションの制御例 1

この図の例では，アクション 1 のあと，10 秒間は同一アクションの実行を抑止するた
め，アクション 2 およびアクション 3 の実行は抑止されます。抑止時間が過ぎたあ
と，アクション 4 が実行できるようになります。

● 設定例 2
次の内容が設定されていることとします。
• Management アクションの実行時間：5 秒
• 抑止時間：0 秒（抑止しない）
• 同時実行数の上限値：2
Management アクションの制御例を次の図に示します。
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図 17-10 Management アクションの制御例 2

この図の例では，抑止時間の制限がないため，アクション 1 の実行後に，アクション
2 が実行されます。ただし，この時点で同一 Management アクションの同時実行数の
上限値に達しているため，アクション 3 の実行は抑止されます。アクション 1 の実行
が終了したあと，アクション 4 を実行できるようになります。アクション 5，6 につ
いては，アクション 2，3 と同様になります。

● 設定例 3
次の内容が設定されていることとします。
• Management アクションの実行時間：12 秒
• 抑止時間：3 秒
• 同時実行数の上限値：2
Management アクションの制御例を次の図に示します。
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図 17-11

Management アクションの制御例 3

この図の例では，アクション 1 の実行後，3 秒間は同一の Management アクションの
実行が抑止されるため，アクション 2 の実行は抑止されます。アクション 3 の実行
後，同一 Management アクションの同時実行数の上限値に達したため，アクション 4
の実行が抑止されます。アクション 1 の実行終了後，アクション 5 を実行できように
なります。

1030

17.

システムの日常運用

17.9 CTM の稼働統計情報の収集
CTM が提供する CTM デーモンや CTM レギュレータなどのプロセス群では，リクエス
トを処理する過程で稼働統計情報をバッファに出力します。
このバッファの情報は，CTM 単位にホスト上のファイル（稼働統計情報ファイル）に一
定間隔で出力されます。バイナリ形式の稼働統計情報ファイルから，CSV 形式などのテ
キストファイル（稼働統計出力ファイル）に変換したファイルを使用して，CTM の処理
性能を解析します。
この節では，CTM が提供するプロセス群（CTM デーモンや CTM レギュレータなど）
が出力する稼働統計情報を使用した，CTM の処理性能の監視について説明します。

17.9.1

CTM の稼働統計情報の概要

CTM では，CTM でリクエストを受け付けてから J2EE サーバにリクエストを送信する
まで，およびその処理結果が CTM に返却されるまでの一連の処理の過程で稼働統計情報
を出力します。稼働統計情報を基に，CTM が提供するプロセス群の性能処理性能を解析
したり，稼働状態を確認したりしてシステムの安定化を図ることができます。
CTM の稼働統計情報の収集の概要を次の図に示します。
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図 17-12 CTM の稼働統計情報の収集の概要

性能に関する処理の CTM の稼働統計情報は，CTM が提供するプロセス群によって，
CTM 単位に，ホスト上のファイル（稼働統計情報ファイル）に出力されます。
Management Server を利用して運用している場合，各ホストに出力された稼働統計情報
ファイルの内容は，Management Server のコマンドによって，管理サーバに一括収集で
きます。なお，CTM が出力した稼働統計情報ファイルは，バイナリ形式のファイルで
す。Management Server では，運用管理エージェントに指示を出し，稼働統計情報ファ
イルをテキスト（CSV）形式のファイルに編集して，それを圧縮したものを収集します。
なお，テキスト形式に編集した稼働統計情報ファイルを稼働統計出力ファイルといいま
す。
運用管理者は，収集した稼働統計出力ファイルを基に，運用管理ドメイン内の CTM に関
する性能解析およびボトルネックの分析ができるようになります。
なお，Management Server で収集できるのは，運用管理ドメイン内のホストで出力され
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た稼働統計情報ファイルです。

17.9.2

稼働統計情報ファイルの利用方法

CTM の稼働統計情報ファイルの利用方法について説明します。
CTM の稼働統計情報ファイルには，CTM が提供する次に示すプロセス群の処理の状態，
処理の開始・終了時間や，処理の回数などの情報がバイナリ形式で自動的に出力されま
す。
● CTM デーモン
● CTM レギュレータ
● OTM ゲートウェイ
バイナリ形式で出力された稼働統計情報ファイルは，Management Server の運用管理コ
マンド（mngsvrutil）を実行して編集します。編集した情報は，CSV 形式のファイル，
または標準出力に出力されます。
稼働統計出力ファイルの取得方法，および稼働統計出力ファイルの出力形式については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。また，稼働統計
出力ファイルの取得に使用するコマンドについては，マニュアル「Cosminexus リファ
レンス

コマンド編」を参照してください。
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17.10 システムの処理性能の解析
Cosminexus システムの各機能は，リクエストを処理する過程で，性能解析情報をバッ
ファに出力します。このバッファの情報は，一定間隔ごとに PRF デーモンというパ
フォーマンストレーサのデーモンによってそれぞれのホスト上のファイル（PRF トレー
スファイル）に出力されます。
この節では，Cosminexus システムの各機能が出力する性能解析情報を使用して，
Cosminexus システムの処理性能を解析する機能について説明します。この機能を，性
能解析トレースといいます。

17.10.1

性能解析トレースの概要

性能解析トレースは，クライアントからデータベースなどの EIS に至るまで，およびそ
の処理結果がクライアントに返却されるまでのリクエストの一連の処理で出力されるト
レース情報を基に，システムの性能を検証する機能です。システムのボトルネックを解
析したり，障害が発生した場合にリクエストの処理がどこまで到達したかを調べてトラ
ブルシュートの効率向上を図ったり，セッションやグローバルセッション情報のライフ
サイクルを把握したりできます。
Cosminexus システムでは，処理性能の解析に，Cosminexus Performance Tracer とい
う構成ソフトウェアを使用します。
性能解析トレースのトレース情報収集の概要を，次の図に示します。
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図 17-13 性能解析トレースのトレース情報収集の概要

Web クライアントまたは EJB クライアントからリクエストが送信された場合に，Web
サーバ，J2EE サーバおよび CTM では決まった処理のポイントでトレース情報を出力し
ます。出力した情報は，PRF デーモンによって，トレースファイル（PRF トレースファ
イル）に出力されます。トレースが出力されるポイントを，トレース取得ポイントとい
います。
Management Server を利用して運用している場合，各ホストに出力されたトレースファ
イルの内容は，Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）で，管理サーバ
に一括収集できます。なお，PRF デーモンが出力した PRF トレースファイルは，バイ
ナリ形式のファイルです。Management Server では，運用管理エージェントに指示を出
し，PRF トレースファイルをテキスト（CSV）形式のファイルに編集して，それを圧縮
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したものを収集します。Management Server で収集できるのは，運用管理ドメイン内の
ホストで出力された PRF トレースです。
なお，テキスト形式に編集したトレースファイルを性能解析トレースファイルといいま
す。
運用管理者は，収集した性能解析トレースファイルを基に，運用管理ドメイン内全体の
性能解析およびボトルネックの分析ができるようになります。
運用管理コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマン

ド編」を参照してください。また，性能解析トレースの運用については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

17.10.2

性能解析トレースの仕組み

性能解析トレースでは，システム内部のイベント単位で，複数のノードおよびプロセス
間にわたるトレース情報を取得できます。これによって，一連の処理の中で，どの処理
がボトルネックになっているかをトレースできます。
イベント単位でトレースを取得するために，性能解析トレースでは，イベント単位の一
連の処理に一貫したキーを設定して管理します。イベント内のトレース取得ポイントで
出力するトレースには，キーの情報が付加されます。これによって，一連の処理がト
レースできます。
図 17-14 性能解析トレースによるトレース出力の概要

なお，トレースを出力するリダイレクタ，Web コンテナなどを，機能レイヤといいます。
性能解析トレースでは，次の機能レイヤで性能解析情報を出力します。アプリケーショ
ンの実行環境と該当する機能レイヤを次の表に示します。
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アプリケーションの実行環境と該当する機能レイヤ

機能レイヤ

アプリケーションの実行環境
J2EE アプリケーションの実行
環境

バッチアプリケーションの実行
環境

CTM

○

−

リダイレクタ

○

−

Web コンテナ

○

−

EJB コンテナ

○

−

Timer Service

○

−

JNDI

○

○

JTA

○

○

JCA コンテナ

○

○

DB Connector

○

○

RMI（通信処理）

○

○

OTS

○

○

標準出力 / 標準エラー出力 / ユー
ザログ

○

○

DI

○

−

バッチアプリケーション実行機能

−

○※

（凡例）○：該当する
注※

−：該当しない

トレース情報は，バッチアプリケーションの実行直前（main メソッドを呼ぶ直前）
，および

バッチアプリケーション終了直後に出力されます。cjexecjob コマンドおよび cjkilljob コマンドの実
行では出力されません。

また，性能解析トレースでは，これらの機能レイヤのほかに，J2EE サーバの開始処理，
終了処理，トランザクションタイムアウト発生時，およびセッションの生成／破棄でも
トレースを出力します。
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参考
これらの機能レイヤのほか，Application Server の構成ソフトウェアおよび関連プログラム
でも，次の機能レイヤで PRF トレースが取得できます。
• Cosminexus Web Services - Base
• uCosminexus TP1 Connector
• TP1/Client/J
• TP1/MQ Access
• Cosminexus RM
• HCSC サーバ
• uCosminexus Service Adapter for Object Access
• uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow
• uCosminexus Service Adapter for Flat Files

トレース情報のキー情報は，次の要素で構成されています。
キー情報の構成
• キー情報を取得したプロセス ID
• キー情報を取得したプロセスが起動しているホストの IP アドレス
• PRF トレースの I ／ O プロセス（PRF デーモン）単位で割り当てられる通信番号
なお，PRF デーモンが起動していない場合は，通信番号として時刻が返却されま
す。ただし，この場合，通信番号の一意性を保てないおそれがあるので，PRF
デーモンは必ず起動してください。
PRF トレースには，次の 2 種類のキー情報が付与されます。
● ルートアプリケーション情報
各イベントで一連の処理の先頭になるプロセスで取得した情報です。
• J2EE アプリケーションの場合
リダイレクタまたは EJB クライアントで取得した情報になります。
• バッチアプリケーションの場合
バッチアプリケーションの実行直前に取得した情報になります。
● クライアントアプリケーション情報
J2EE アプリケーションの場合，次に示す Enterprise Bean を呼び出す処理単位で設
定される情報です。
• Web コンテナから EJB コンテナの呼び出し
• EJB クライアントから EJB コンテナの呼び出し
• EJB コンテナから EJB コンテナの呼び出し
なお，バッチアプリケーションの場合は，バッチアプリケーションの実行直前に設定
される情報になります。
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性能解析トレースの構成

性能解析トレースは，次のプログラムで構成されています。
● PRF トレース出力ライブラリ
Cosminexus システムの各機能レイヤに組み込まれています。各機能レイヤが出力し
た PRF トレースを，共用メモリに作成されたバッファに出力します。
● PRF デーモン
バッファに出力された PRF トレースを，一定量たまったらファイルに出力する，I ／
O プロセスです。PRF トレースを取得するホストごとに，一つ以上起動します。一つ
のホストに一つ配置することをお勧めします。
PRF トレース出力ライブラリと PRF デーモンの関係を次の図に示します。
図 17-15 PRF トレース出力ライブラリと PRF デーモンの関係

PRF トレース出力ライブラリによってトレースが出力されるバッファ領域は，PRF デー
モン起動時に作成されます。バッファ領域は，共用メモリに作成されます。ただし，前
回 PRF デーモンを起動した時に作成したバッファ領域が残っている場合は，その領域を
再利用します。バッファ領域が削除されないで残っているのは，前回起動した PRF デー
モンが異常終了した場合です。
PRF デーモンが正常終了した場合，バッファ領域内のバッファデータは PRF トレース
ファイルに出力され，バッファ領域は削除されます。
バッファ領域が不足すると，KFCT26999-W のメッセージが出力されて，PRF トレース
が完全に出力されない場合があります。そのため，このメッセージが出力される場合は，
バッファサイズのチューニングをしてください。

17.10.4

トレース情報の利用方法

性能解析トレースを使用して出力したトレース情報の利用方法について説明します。
性能解析トレースでは，次に示す各機能レイヤの入り口と出口でトレース情報が出力さ
れます。また，必要に応じて，各機能レイヤ内の処理のうち，性能に影響を与える処理
ごとに，トレース情報を出力します。
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性能解析トレースによって PRF トレースファイルにバイナリ形式で出力された情報は，
Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）を実行してダンプ形式または
CSV 形式に編集して使用します。
例えば，CSV 形式で出力すると，Excel などのアプリケーションプログラムで「イベン
トごと」「プロセスごと」などによって出力項目をフィルタリングして，注目する個所を
絞り込んで，目的に合わせた分析ができます。
なお，トレース情報の内容には，トレース情報を取得したプロセス ID，取得ポイントを
示すイベント ID，トレース取得年月日やトレース情報を取得したクライアントアプリ
ケーションの IP アドレスなどの情報が含まれます。
トレース情報の内容，および具体的な使用方法については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。

17.10.5

トレース取得ポイントと PRF トレース取得レベル

性能解析トレースでは，次の図に示す機能レイヤのトレース取得ポイントで PRF トレー
スを出力します。PRF トレースを出力する機能レイヤとトレース取得ポイントについて，
システムの構成ごとに図に示します。
図 17-16 PRF トレースを出力する機能レイヤとトレース取得ポイント（Web クライア
ント構成の場合）
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図 17-17 PRF トレースを出力する機能レイヤとトレース取得ポイント（EJB クライア
ント /TPBroker クライアント /TPBroker OTM クライアント構成（CTM 使用）の
場合）

図 17-18 PRF トレースを出力する機能レイヤとトレース取得ポイント（バッチサーバ
構成の場合）

詳細な取得ポイントおよびそれぞれの取得ポイントで出力されるトレースの内容につい

1041

17.

システムの日常運用

ては，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
性能解析トレースでは，次の 3 種類の PRF トレース取得レベルを設定してトレースを出
力できます。レベルによって，トレース取得ポイントの数が異なります。
● 標準レベル
各機能レイヤの境界（入り口と出口）を識別できるトレース情報を出力します。
● 詳細レベル
標準レベルの出力内容に加えて，各機能レイヤ内処理のトレース情報も出力します。
● 保守レベル
障害発生時などの保守情報を取得するためのレベルです。
● 抑止レベル
トレース情報の出力を抑止するためのレベルです。RMI の機能レイヤにだけ設定でき
ます。
Management Server を利用して運用している場合は，簡易構築定義ファイルで，すべて
の機能レイヤに対して共通のレベルを設定して，トレース情報を出力します。

17.10.6

トレース情報の取得によるトラブルシュート

トレース情報を利用したトラブルシュートについて説明します。
性能解析トレースに出力される情報を取得することで，トラブルシュートとして次のよ
うに使用できます。
• J2EE アプリケーションのトランザクションがタイムアウトした場合やリダイレクタ
でのレスポンス受信時にタイムアウトが発生した場合，性能解析トレースに出力され
るルートアプリケーション情報を使用して，タイムアウトしたトランザクションやリ
クエストを特定できます。
• データベースとの接続中にトラブルが発生した場合，性能解析トレースに出力される
コネクション ID を利用して，トラブルが発生したコネクションを特定できます。

17.10.7 性能解析トレースのルートアプリケーション情報の
取得のための実装
性能解析トレースのルートアプリケーション情報を取得する機能の概要および実装方法
を説明します。
ルートアプリケーション情報とは，性能解析トレース機能で取得した情報のうち，リダ
イレクタまたは EJB クライアントで取得した情報をいいます。API を使用して，ルート
アプリケーション情報の文字列表現を取得する機能を J2EE アプリケーションおよび
バッチアプリケーションに実装できます。実装すると，取得した文字列表現をログファ
イルなどに記録することで，任意のタイミングで性能解析トレースファイルとの突き合
わせができるため，トラブル発生時のトラブルシュートに役立ちます。
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性能解析トレースのルートアプリケーション情報の取得機能を実装するには，CprfTrace
クラスを使用します。CprfTrace クラスを使用するには，次のパスをクラスパスに指定
してコンパイルします。
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥lib¥ejbserver.jar
CprfTrace クラスの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API

編」を参照してください。
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17.11 サービスユニットの構成監視
Cosminexus では，サービスユニットの構成監視ができます。
サービスユニットの構成監視では，コマンドを使用して Web システムのモデル情報を表
示することで，Web システム内のサービスユニットの構成を確認できます。
なお，コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」
の cmx_list_mode コマンドの説明を参照してください。
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システムの保守
この章では，Cosminexus システムで提供する，システムの保
守を支援する機能について説明します。
システムの保守を支援する機能として，システム保守に利用で
きるさまざまな資料を出力する機能があります。

18.1 システムの保守の概要
18.2 トラブルシューティングの資料の取得
18.3 アプリケーションのユーザログ出力
18.4 コンソールログの出力
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18.1 システムの保守の概要
この節では，システムの保守を支援する機能について説明します。
Cosminexus システムで障害が発生した場合，発生したトラブルの種別に応じて資料を
収集する必要があります。Cosminexus では，システムの保守に利用できる資料として，
ログを出力する機能を提供しています。収集する資料の種類と資料の詳細については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
Cosminexus で提供しているシステムの保守を支援する機能の概要を次の表に示します。
なお，システムの保守を支援する機能は，J2EE アプリケーションの実行環境，および
バッチアプリケーションの実行環境で使用できます。
表 18-1

システムの保守を支援する機能の一覧

機能

概要

参照個所

トラブルシューティングの資料
の取得

トラブル発生時に，トラブル
シューティングの資料を取得し
ます。snapshot ログを収集でき
ます。

18.2

アプリケーションのユーザログ
出力

J2EE アプリケーション，バッ
チアプリケーション，および
EJB クライアントアプリケー
ションが出力するユーザログを，
システムが出力するログと同じ
形式で出力して，扱うことがで
きます。

18.3

コンソールログの出力

運用管理エージェントが起動し
たプロセスの標準出力や標準エ
ラー出力などを，コンソール出
力情報として取得できます。

18.4
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18.2 トラブルシューティングの資料の取得
この節では，障害発生時の資料取得の流れと取得できる資料について説明します。また，
資料を取得するときに実行する障害検知時コマンドと，資料を一括収集する snapshot ロ
グについて説明します。

18.2.1

障害発生時の資料取得の流れ

Cosminexus システムでは，自動でトラブルシューティングの資料を取得できます。論
理サーバを起動すると，運用管理エージェントは論理サーバの監視を開始します。論理
サーバに異常が発生すると，運用管理エージェントは異常を検知し，Management
Server に通知します。Management Server は資料を取得および収集し，論理サーバを
停止して再起動します。
自動で資料を取得する場合の流れを次の図に示します。
図 18-1

自動で資料を取得する場合の流れ

参考
2. の障害検知時コマンドで必要な資料を取得し，3. の snapshot ログで資料を収集します。
なお，障害検知時コマンドを使用しないで，4. の論理サーバの停止後に snapshot ログを取
得することもできますが，このとき取得できる情報は J2EE サーバだけとなります。このた
め，障害検知時コマンドを使用して，3. で snapshot ログを収集することをお勧めします。

なお，Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）を使用して，snapshot
ログを任意のタイミングで収集することもできます。snapshot ログについては，「18.2.4
snapshot ログの収集」を参照してください。Management Server の運用管理コマン
ドでの資料の取得については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」のトラ
ブルシューティングに関する説明を参照してください。
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論理サーバのプロセスがダウンしたとき，および論理サーバのプロセスがハングアップ
したときの処理の流れについて説明します。

（1） 論理サーバのプロセスがダウンしたときの処理の流れ
論理サーバの起動後，運用管理エージェントのプロセス監視では，論理サーバプロセス
のプロセス ID を使用して定期的にプロセスを監視します。論理サーバプロセスがダウン
したときの処理の流れを次の図に示します。
図 18-2

論理サーバのプロセスダウン時の処理の流れ

1. 論理サーバプロセスのプロセス ID で，定期的にプロセスを監視します。
2. 論理サーバプロセスが異常終了すると，運用管理エージェントはプロセスダウンを検
知して，Management Server に通知します。
プロセス監視では，プロセス ID の存在確認をします。確認内容は，論理サーバの種
類によって異なります。詳細については，「17.3.2

論理サーバの起動・停止と稼働確

認」を参照してください。
3. Management Server ではプロセスダウンを検知すると，障害検知時コマンドを実行
し，snapshot ログを収集します。
4. 障害検知時コマンドと snapshot ログ収集後，論理サーバを自動再起動します。
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（2） 論理サーバのプロセスがハングアップしたときの処理の流れ
論理サーバの起動後，運用管理エージェントのプロセス監視では，論理サーバプロセス
に対して定期的に，論理サーバが動作しているかを確認します。動作確認中に論理サー
バプロセスがハングアップしたときの処理の流れを次の図に示します。
図 18-3

論理サーバのプロセスハングアップ時の処理の流れ

1. 定期的に論理サーバプロセスの動作確認をします。
動作確認は，プロセス監視でプロセス ID が存在することが確認されてから，実施さ
れます。確認内容は，論理サーバの種類によって異なります。詳細については，
「17.3.2 論理サーバの起動・停止と稼働確認」を参照してください。
2. 連続して動作確認に 2 回失敗すると（デフォルト値）
，運用管理エージェントはハン
グアップと判断して，Management Server に通知します。なお，ハングアップと判
断する，動作確認の失敗回数は変更できます。
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3. Management Server ではハングアップを検知すると，障害検知時コマンドを実行し，
snapshot ログを収集します。
4. ハングアップの場合，プロセスは稼働中であるため，自動停止処理を実行します。
5. 運用管理エージェントでは論理サーバの停止コマンドを実行します。
なお，一定時間経っても停止しない場合は，強制停止コマンドが実行されます。
6. 障害検知時コマンドと snapshot ログ収集後，論理サーバを自動再起動します。

18.2.2

取得できる資料

ここでは，トラブルシュートのために取得できる資料の概要を説明します。資料の詳細
や資料の取得方法については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照
してください。

（1） トラブルシューティングに必要な資料
トラブルシューティングに必要な資料は，発生したトラブルの種別によって異なります。
例えば，エラーメッセージが出力されたのか，Cosminexus のサーバプロセスが異常終
了したのかによって，必要な資料は異なります。また，トラブルの内容によっては保守
員に連絡する必要があります。保守員とは，ご購入契約に基づくお問い合わせ窓口のこ
とです。トラブルシューティングに必要な資料は，資料を保守員へ送付するときのタイ
ミングによって，一次送付資料と二次送付資料に分類されます。
● 一次送付資料
メールの添付資料として送付できるファイルサイズの資料が該当します。メールなど
で早急に保守員に送付できます。
例えば，次の資料が一次送付資料として取得できます。
• メッセージログ
J2EE サーバなどの稼働状態およびエラー情報が出力されます。
• ユーザログ
アプリケーション中で出力される標準出力および標準エラー出力の情報が出力され
ます。
• 例外ログ
システムでトラブルが発生したときの例外情報が出力されます。
• 保守用ログ
システムでトラブルが発生したときの障害保守情報が出力されます。保守員が障害
解析用に使用します。
● 二次送付資料
一次送付資料に加えて，ファイルサイズが比較的大きい資料が該当します。ファイル
サイズが比較的大きい資料は資料の送付に時間が掛かるため，別途，保守員に送付す
る必要があります。
例えば，次の資料が二次送付資料として取得できます。
• 性能解析トレース
リクエストの一連の処理で出力されるトレース情報が出力されます。
• メモリダンプ
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プロセスのメモリイメージがダンプ出力されます。
取得できる資料の詳細，およびほかに取得できる資料については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」の取得が必要な資料の種類に関する説明を参照し
てください。

（2） 資料の取得方法
トラブルシューティングに必要な資料は，個別に取得したり，snapshot ログとして一括
して取得したりできます。トラブルシューティングに必要な資料の取得については，マ
ニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の資料の取得に関する説明を参照してく
ださい。
なお，資料によっては，事前に取得のための設定をしておく必要があります。例えば，
OS の統計情報，ユーザダンプなどは，システム構築時に取得のための設定をしておかな
いと，取得できません。これらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取
得することをお勧めします。
デフォルトの設定で取得できる資料についても，ログファイルの出力先，ログファイル
の面数や 1 ファイル当たりの最大サイズなどを変更できます。必要に応じて，資料取得
の設定を変更してください。
また，デフォルトの設定では snapshot ログとして収集できない資料でも，その資料の取
得先を snapshot ログの収集対象として定義することで，snapshot ログとして一括収集
できるようになります。
トラブルシューティングに必要な資料取得の設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」のトラブルシューティングの資料取得の設定に関する説明を参
照してください。

18.2.3

障害検知時コマンドによる資料取得

障害検知時コマンドは，Management Server が論理サーバの障害を検知したときに，シ
ステムによって実行されるコマンドです。障害検知時コマンドを利用して，トラブル発
生時のスレッドダンプやユーザダンプの取得などの取得処理を実行することで，トラブ
ル発生時のタイムリーな資料を取得できるようになります。また，障害検知時コマンド
を利用すると，次のどちらかのタイミングで snapshot ログを自動収集することもできま
す。収集するタイミングは設定によって決められます。
• 論理サーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，論理サー
バの停止前に snapshot ログが収集されます。
• J2EE サーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，J2EE
サーバの再起動前に snapshot ログが収集されます。
障害検知時コマンドには，システム提供の障害検知時コマンドとユーザ作成の障害検知
時コマンドの 2 種類があります。
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システム提供の障害検知時コマンド
あらかじめ Cosminexus で定義されているコマンドです。システム提供の障害検知
時コマンドでは，論理サーバにトラブルが発生した場合に，トラブルが発生した論
理サーバの JavaVM のスレッドダンプや性能解析トレースなどを取得します。シス
テム提供の障害検知時コマンドで取得した資料は，snapshot ログとして収集できま
す。
デフォルトの設定では，論理サーバにトラブルが発生した場合にシステム提供の障
害検知時コマンドが実行されて，トラブルが発生した論理サーバの停止前に
snapshot ログが収集されます。
ユーザ作成の障害検知時コマンド
障害検知時コマンドはユーザが作成することもできます。資料取得に必要な任意の
処理を記述したバッチファイルやシェルスクリプトを，障害検知時コマンドとして
実行できます。
なお，ユーザ作成の障害検知時コマンドで取得した資料を snapshot ログとして収集
するためには，その資料の取得先を snapshot ログの収集先として定義しておく必要
があります。
システム提供の障害検知時コマンドの動作設定を変更する場合，またはユーザ作成の障
害検知時コマンドを利用する場合に必要な設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」の障害検知時コマンドによる資料取得の設定に関する説明を参照
してください。

18.2.4

snapshot ログの収集

システムの構成ソフトウェアがトラブル発生時にそのときの状態を出力したログを，
snapshot ログといいます。snapshot ログには，各種構成ソフトウェアのログのほかに，
スレッドダンプ，性能解析トレースなど，システム保守に必要な情報とアプリケーショ
ン保守に必要な情報が含まれます。Cosminexus で構築したシステムでは，これらの情
報を snapshot ログとして一括収集し，ZIP 形式のログファイルとして取得できます。運
用管理者は，snapshot ログを収集・分析することで，トラブルに対処できます。
snapshot ログは，自動または任意のタイミングで収集できます。snapshot ログの収集の
タイミングを次の表に示します。
表 18-2
分類
自動的に収集
する※ 1

snapshot ログの収集のタイミング
収集のタイミング
論理サーバが障害時に自動停止される直前※ 2
J2EE サーバが障害時に自動再起動される直前※ 2
J2EE サーバを手動で一括再起動する直前
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収集のタイミング

任意のタイミ
ングで収集す
る

Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）で snapshot ログの収集を実
行したとき

注※ 1
論理サーバの停止前，または J2EE サーバの再起動前のどちらのタイミングで snapshot ログを
収集するかは，システム構築時に設定を変更できます。デフォルトの設定では，論理サーバの
停止前に snapshot ログが収集されます。
注※ 2
このタイミングで snapshot ログを収集する場合には，Management Server によって障害検知
時コマンドが実行されます。

なお，収集できるのは，論理サーバが稼働しているホスト内の snapshot ログです。
障害検知時コマンドの実行と snapshot ログの収集によって，トラブルシューティングに
必要な資料は自動収集するように設定されています。デフォルトの設定で収集されない
情報を snapshot ログとして収集したい場合には，その資料の取得先を snapshot ログの
収集対象として定義してください。snapshot ログの収集対象，出力先ディレクトリや面
数などは，システム構築時に設定を変更できます。
デフォルトの設定で snapshot ログとして収集できる資料と snapshot ログ収集の設定に
ついては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の snapshot ログ収集の設
定に関する説明を参照してください。取得できる資料の詳細については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」の取得が必要な資料の種類に関する説明を参照し
てください。
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18.3 アプリケーションのユーザログ出力
J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，および EJB クライアントアプリ
ケーションのログ出力の概要と出力方法について説明します。なお，ユーザログ出力の
参照先はアプリケーションの種類によって異なります。参照先について次の表に示しま
す。
表 18-3

ユーザログ出力に関する参照先
参照先

アプリケーションの種類
J2EE アプリケー
ション

バッチアプリケー
ション

EJB クライアン
トアプリケーショ
ン

18.3.1

ユーザログ出力の概要

○

○

○

18.3.2

ログのフォーマット

○

○

○

18.3.3 ユーザログ出力で使用するメ
ソッド

○

○

○

18.3.4

ロガーとハンドラの作成と設定

○

○

×

18.3.5

ログの出力方法

○

○

×

18.3.6

セキュリティポリシーの設定

○

×

×

18.3.7 ユーザ独自のフィルタ／フォー
マッタ／ハンドラの使用方法

○

○

×

18.3.8 ユーザログ機能を使用する場合
の注意事項

○

○

○

18.3.9 EJB クライアントアプリケー
ションのユーザログ出力

×

×

○

18.3.10 EJB クライアントアプリケー
ションでのユーザログ出力の実装

×

×

○

（凡例）○：参照する

18.3.1

×：参照しない

ユーザログ出力の概要

ここでは，ユーザログ出力の概要について説明します。

（1） ユーザログ出力とは
J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，および EJB クライアントアプリ
ケーションが出力するログを，ユーザログといいます。Cosminexus では，ユーザログ
を，日立トレース共通ライブラリ形式で出力できます（ユーザログ機能）。これによっ
て，システムのログとアプリケーションのログを同じ形式で扱うことができるようにな
り，システム全体のログ運用の信頼性を高められます。
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次に，ユーザログ機能を使用したログ出力の流れを示します。
図 18-4

ユーザログ機能の処理の流れ

ユーザログ出力の実装には J2SE の標準のログ出力機能（Java ロギング API）を使用し
ます。この機能を使用する場合は，ユーザログ出力を Java ロギング API で実装してく
ださい。

参考
リソースアダプタからユーザログを出力することはできません。なお，リソースアダプタか
ら呼び出される Message-driven Bean からは，ユーザログを出力できます。

（2） ユーザログ出力の仕組み
ユーザログを出力する J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，および EJB
クライアントアプリケーションの実装には，J2SE の Java ロギング API を使用できま
す。Java ロギング API は，メモリ，コンソール，ファイルなどのさまざまな出力ができ
る汎用性の高い API です。ただし，ロジックが単純なため，ミッション・クリティカル
なシステムに適用する場合は，信頼性と耐久性を備えたログ出力用クラスをアプリケー
ション開発者が実装する必要があります。
ユーザログ機能を使用すると，アプリケーション開発者によってログ出力用クラスを実
装しなくても，信頼性が高いユーザログを出力できます。
Java ロギング API を使用して開発した J2EE アプリケーション，バッチアプリケーショ
ン，および EJB クライアントアプリケーションから出力されたログは，日立トレース共
通ライブラリを使用して，ほかの Cosminexus システムの構成ソフトウェアが出力する
形式（日立トレース共通ライブラリ形式）で出力することができます。このライブラリ
を使用することで，ユーザログをほかのシステムのログと同じ形式で扱うことができ，
高い信頼性を持つ統一的なログ運用ができます。
ユーザログ出力は，J2SE の Java ロギングの仕組みに従って出力します。Java ロギン
グでは，ロガーとハンドラという 2 種類の要素を使用します。なお，ロガーおよびハン
ドラは，それぞれ，Logger クラスおよび Handler クラスのオブジェクトです。
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Java ロギングの仕組みを次の図に示します。
図 18-5

Java ロギングの仕組み

図について説明します。
1. アプリケーションから，ロガーを使用して，ユーザログを出力します。
ユーザログは，アプリケーションの処理の中で，Logger クラスのメソッドを使用し
て出力されます。
2. ロガーは，アプリケーションから出力されたログにレベルやメッセージ文字列などの
付加情報を追加して LogRecord にしたものを，ハンドラに渡します。
なお，このとき，ロガーに接続されたフィルタ（Filter クラスのオブジェクト）を使
用して，ログレベルとして指定する制御以上のきめ細やかな制御をすることもできま
す。
3. ハンドラは，受け取った LogRecord を基に，ログをファイル，コンソールまたはソ
ケットに出力します。
出力先や出力形式は，あらかじめハンドラのプロパティとして設定しておきます。ハ
ンドラでは，ハンドラに接続されたフィルタを使用してきめ細やかな制御ができま
す。また，フォーマッタ（Formatter クラスのオブジェクト）を使用して任意の形式
にフォーマットしたメッセージを出力できます。
Cosminexus では，日立トレース共通ライブラリ形式でログをファイルに出力するため
のファイルハンドラを提供しています。提供しているファイルハンドラについて，アプ
リケーションの種類ごとに説明します。
● J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションの場合
ファイルハンドラとして，CJMessageFileHandler を提供しています。
CJMessageFileHandler のログの出力先ファイル，ログレベル，ログ面数，使用する
フィルタおよびフォーマッタなどは，システム構築時に設定できます。J2EE アプリケー
ションまたはバッチアプリケーションのユーザログ出力の設定については，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。

また，ユーザログに，ログを出力したアプリケーションの名称やメッセージの内容と対
応したメッセージ ID を出力したい場合は，J2EE アプリケーションまたはバッチアプリ
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ケーション内で実装する必要があります。この場合は，Application Server が提供する
拡張 LogRecord 作成用のクラス（CJLogRecord クラス）を使用して実装してください。
CJLogRecord クラスの使用方法については，「18.3.3

ユーザログ出力で使用するメソッ

ド」を参照してください。また，CJLogRecord クラスの API については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

！

API 編」を参照してください。

注意事項
ハンドラやロガーの設定を J2EE アプリケーション内に直接実装する場合は，実行するアプ
リケーションに LoggingPermission("control") のセキュリティ権限が必要になります。
LoggingPermission("control") のセキュリティ権限の設定方法については，
「18.3.6

セキュ

リティポリシーの設定」を参照してください。

● EJB クライアントアプリケーションの場合
ファイルハンドラとして，CJMPMessageFileHandler を提供しています。なお，EJB
クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドによって，EJB クライアント
アプリケーションのユーザログの設定方法が異なります。EJB クライアントアプリケー
ションのユーザログ出力については，
「18.3.9 EJB クライアントアプリケーションの
ユーザログ出力」を参照してください。

18.3.2

ログのフォーマット

ユーザログ機能を使用した場合，次に示すフォーマットでログが出力されます。
番号

日付

時刻

AppName

pid

tid

MsgID

メッセージテキスト

CRLF

フォーマットの項目の出力内容を次に示します。
表 18-4

ログフォーマット

項目

出力内容

番号

トレースコードの通番（4 けた）が出力されます。0000 から始まり，9999 まで
行くと，0000 に戻ります。

日付

出力時の日付（yyyy/mm/dd 形式）が出力されます。

時刻

出力時の時刻（hh:mm:ss.nnn 形式）が出力されます。

AppName

アプリケーション識別名が出力されます。アプリケーション識別名は，16 バイ
ト以内で指定します。長さの制限を超えた場合は，切り捨てられます。
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項目

出力内容

pid

プロセス識別子（16 進表示）が出力されます。OS の管理する値とは異なりま
す。
CJMessageFileHandler を使用して出力したログの場合，JavaVM が Runtime
のインスタンスに付けたハッシュ値が出力されます。
CJMPMessageFileHandler を使用して出力したログの場合，JavaVM が日立
トレース共通ライブラリをロードした時刻（ミリ秒単位の時間）の下位 32 ビッ
トが出力されます。

tid

スレッド識別子（16 進表示）が出力されます。JavaVM が Thread のインスタ
ンスに付けたハッシュ値です。OS の管理する値とは異なります。

MsgID

メッセージ ID が出力されます。メッセージ ID は，21 バイト以内で指定しま
す。長さの制限を超えた場合は，切り捨てられます。

メッセージテ
キスト

CRLF

18.3.3

メッセージの本体です。CR（0x0D）
，LF（0x0A）
，NULL（0x00），EOF
（0x1A）などの制御文字を含まない任意の文字列です。長さは 0 〜 4,095 文字
で指定します。長さの制限を超えた場合は，切り捨てられます。なお，制御文
字を含んでいた場合の出力内容は保障されません。
レコード終端記号（0x0D，0x0A）が出力されます。

ユーザログ出力で使用するメソッド

ユーザログ出力で使用する Logger クラスのメソッドと，CJLogRecord クラスが属する
パッケージを示します。CJLogRecord クラスのメソッドの一覧，および機能と文法につ
いては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

（1） ユーザログ出力で使用する Logger クラスのメソッド
CJLogRecord メソッドを使用して，AppName と MsgID の受け渡しをする場合，次に
示す log メソッドを使用します。
void log(LogRecord record)

（2） CJLogRecord クラスが属するパッケージ
CJLogRecord クラスをソースプログラム上で使用するには，次に示すパッケージをイン
ポートする必要があります。
com.hitachi.software.ejb.application.userlog
このパッケージの格納先を，次に示します。
<Cosminexusのインストールディレクトリ
>¥CC¥client¥lib¥HiEJBClientStatic.jar
ユーザログ機能を使用する場合のプログラムの実装例，プロパティの設定例，および
ユーザログの出力例については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参
照してください。
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ロガーとハンドラの作成と設定

Java ロギング API を使用してユーザログ出力をするためには，ロガーとハンドラを作成
して，必要な設定をします。ログ出力に必要なアプリケーション識別名（AppName）や
メッセージ ID（MsgID）などのパラメタは，Cosminexus が提供する CJLogRecord ク
ラスの create メソッドの引数に指定します。また，独自のクラスを作成することで，ロ
グのフィルタリングや出力内容のフォーマットをカスタマイズすることもできます。
なお，ユーザログ出力をするには，ログの出力先や構成面数などのプロパティを，実行
環境に設定する必要があります。実行環境でのユーザログの設定については，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションのユーザログを出力する場合のロ
ガーとハンドラの作成および設定の概要について説明します。
なお，EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出力については，「18.3.9

EJB

クライアントアプリケーションのユーザログ出力」を参照してください。

（1） ロガーの作成と設定
ロガーは，ロガー名称を指定して作成します。作成時には，システム構築時に設定した
内容が使用されます。
各アプリケーション内では，ロガー名称を指定して作成されたロガーを取得し，取得し
たロガーを使用してログを出力します。Logger クラスのメソッドでは，ロガーの作成お
よびログ出力の指定ができます。指定したログは，LogRecord に変換され，ハンドラに
渡されて，ログファイルまたはコンソールに出力されます。
このほか，ロガーでログを取捨選択するためのフィルタ，ログのレベル，ロガーで使用
するハンドラについても，必要に応じて設定できます。

（2） ハンドラの作成と設定
ハンドラは，システム構築時に設定した内容に従って作成，設定されます。
CJMessageFileHandler を使用する場合は，ハンドラ名称を変えることで，複数のファ
イルハンドラを作成できます。
CJMessageFileHandler で作成したファイルハンドラには，次の項目が設定できます。
● ユーザログの出力先ファイル，面数，サイズなどのログファイルの設定
● ログ取得レベル
● 使用するフィルタ，フォーマッタ
なお，一つのハンドラが出力するログのアプリケーション名およびメッセージ ID が同じ
でかまわない場合には，CJMessageFileHandler のプロパティとして設定できます。
メッセージごとに出力するログのアプリケーション名とメッセージ ID を変更したい場合

1059

18.

システムの保守

は，アプリケーション内のログ出力処理ごとに，アプリケーション名およびメッセージ
ID を出力するように CJLogRecord クラスを使用して実装してください。

（3） ロガーおよびハンドラを作成・設定する場合の指針
ロガーおよびハンドラを作成，設定する場合の指針を次に示します。
● 一つのロガーに対して複数のファイルハンドラを接続できますが，複数のロガーから
出力先が同じファイルハンドラに接続して利用することはできません。
● アプリケーションごとにログの出力先を変えたい場合は，アプリケーションごとのロ
ガーを作成します。
● ロガーは，階層関係を持たせることができます。階層関係を持たせた場合，下位のロ
ガーが取得したログメッセージは，上位のロガーに伝播します。必要に応じて，ロ
ガーの伝播を止めてください。特に，ロガーの最上位にはルートロガーがデフォルト
で存在し，J2SE デフォルトの設定の場合，ルートロガーには ConsoleHandler が接
続されています。上位ロガーへの伝播を止めていない場合，ルートロガーの
ConsoleHandler からコンソールにすべてのメッセージが出力されます。
● ハンドラはインスタンスごとにメッセージを出力するため，一つの出力メッセージが
複数のハンドラに送信された場合，一つの出力メッセージが複数回出力されます。例
えば，2 か所の ConsoleHandler のメッセージは，コンソールに 2 回出力されます。
● 一つのアプリケーションで複数のログファイルを利用する場合は，出力先ごとにハン
ドラを作成してください。
ロガーとハンドラの作成例を次の図に示します。
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ロガーとハンドラの作成例

この例では，J2EE アプリケーション 1 と 2 に対して，com.example.userlogger1 と
com.example.userlogger2 という 2 種類のロガーを作成しています。
com.example.userlogger1 からは，ログの出力レベルおよび出力内容に応じて 2 種類の
ログファイルを出力するために，conf1 と conf2 という 2 種類の CJMessageFileHandler
ハンドラを作成しています。このような構成にすると，ログファイル 1 には SEVERE レ
ベル以上の重要なユーザログを，ログファイル 2 には INFO レベル以上のすべてのユー
ザログを出力するという運用ができます。一方，com.example.userlogger2 からは 1 種
類のログファイルだけを出力します。この場合は，J2EE アプリケーションから指定され
たログのうち，com.example.userlogger2 のロガーとハンドラ conf3 に指定したレベル以
下のユーザログは，すべてログファイル 3 に出力されます。なお，コンソールにログを
出力したい場合は，J2SE の標準のハンドラである ConsoleHandler を使用してくださ
い。
それぞれのログファイルのサイズおよび面数は，アプリケーションが出力するユーザロ
グの量や指定した出力レベルに応じて，適切に設定してください。

18.3.5

ログの出力方法

J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションでのログの出力は，Java ロギン
グ API を使用してコーディングします。ユーザログに J2EE アプリケーションまたは
バッチアプリケーションの名称やメッセージ ID を出力したい場合には，Cosminexus が
提供している，CJLogRecord クラスを使用します。
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CJLogRecord クラスは，Java ロギング API の LogRecord クラスを継承したクラスで
す。メッセージ ID とアプリケーション名を設定した CJLogRecord オブジェクトを作成
できます。このクラスで作成したオブジェクトを Logger クラスの log メソッドの引数に
指定することによって，ユーザログに任意のメッセージ ID とアプリケーション名が出力
できるようになります。
アプリケーション名「UserApp」
，メッセージ ID「USER10000-E」のユーザログを出力
する例
try{
//エラー出力する処理の実行
}
catch(Error ex){
logger.log(CJLogRecord.create(Level.SEVERE, "Catch an
exception", "UserApp", "USER10000-E"));
}
API については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してくださ

い。

18.3.6

セキュリティポリシーの設定

ここでは，J2SE 標準のロギング機能をユーザのアプリケーションで直接実装して利用す
るために必要なセキュリティポリシーの設定について説明します。セキュリティポリ
シーは，server.policy（J2EE サーバ用セキュリティポリシーファイル）または
web.policy（SecurityManager 定義ファイル）に定義します。
簡易構築定義ファイルのパラメタを基に構築されたロガーに対して出力指定をする場合，
セキュリティポリシーを設定する必要はありません。セキュリティポリシーの設定が必
要なのは，次のような場合です。
● ユーザのアプリケーションのソースコード上で J2SE 標準のファイルハンドラを作成
する場合
● Logger クラスの addHandler メソッドを呼び出してロガーの構成を変更する場合
この場合には，Java ロギング API 操作用のセキュリティポリシーが必要になります。必
要に応じて次のセキュリティパーミッションを指定してください。
フィルタやフォーマッタをリフレクションで作成する場合
permission java.lang.reflect.ReflectPermission
"suppressAccessChecks";
それぞれの Handler クラスは，LogManager からプロパティを取得して，実行時に
Reflection 機能を使って Formatter クラスまたは Filter クラスを生成します。この
ため，Reflection に関する権限が必要です。
LogManager のプロパティを設定する場合
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permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
LogManager がログ出力用の設定を読み書き（Property の set**）するための権限
が必要です。
J2SE 標準のファイルハンドラを使用する場合
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read,
write";
ログを実際にファイルに出力するための権限が必要です。ログのファイルへの出力
には，読み取り権限だけではなく，書き込み権限も必要です。
Java ロギング API の Logger.addHandler メソッドなどを使用してログ体系を変更する場
合
permission java.util.logging.LoggingPermission "control";
Java ロギング API を使用するためのセキュリティパーミッションの指定が必要で
す。
J2EE アプリケーションのサーブレットから，Java ロギング API の Logger.addHandler
メソッドなどを使用してログ体系を変更する場合の server.policy（J2EE サーバ用セキュ
リティポリシーファイル）の設定例を次に示します。
設定例
//
// Grant permissions to JSP/Servlet
//
grant codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/
${ejbserver.serverName}/-" {
permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
permission java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
permission java.net.SocketPermission "*", "connect";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read,
write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read";
//For J2SE Logging Source
permission java.lang.reflect.ReflectPermission
"suppressAccessChecks";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
permission java.util.logging.LoggingPermission "control";
};
server.policy（J2EE サーバ用セキュリティポリシーファイル）の定義方法については，
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。
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18.3.7

ユーザ独自のフィルタ／フォーマッタ／ハンドラの
使用方法

ここでは，ユーザが作成した独自の Filter クラス，Formatter クラスまたは Handler ク
ラスをユーザログ機能で利用するための使用方法について説明します。なお，ここでは，
ユーザが作成したクラスをユーザ作成クラスといいます。
ユーザ作成クラスを作成することで，ログのフィルタリングや出力内容をフォーマット
できます。ユーザ作成クラスとして，Filter クラス，Formatter クラスまたは Handler
クラスを作成し，ライブラリ JAR またはコンテナ拡張ライブラリに含めて使用します。
ユーザ作成クラスをユーザログ機能で使用する方法には，次の 2 種類の方法があります。
● ライブラリ JAR を利用する
J2EE アプリケーションの場合に使用できる方法です。バッチアプリケーションの場
合は使用できません。
● コンテナ拡張ライブラリを利用する
J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションで使用できる方法です。
それぞれの方法について説明します。

（1） ライブラリ JAR を利用する
ユーザ作成クラスである Filter クラス，Formatter クラスまたは Handler クラスを，ア
プリケーション上で作成してロガーに追加して利用する方法です。この場合は，次の処
理が実行されます。
• まず，アプリケーションの中で Handler クラスをインスタンス化します。
• 次に，Filter クラスや Formatter クラスをインスタンス化したものを Handler クラス
のインスタンスに接続します。
• 最後に，接続した Handler クラスのインスタンスを，ロガーに追加します。
この場合のユーザ作成クラスは，J2SE の java.util.logging の仕様に従って作成してくだ
さい。作成したクラスは，通常のユーザクラスと同じように，WAR，EJB-JAR または
インポート用ライブラリ JAR に含めて利用できます。
次に，ライブラリ JAR に含めて利用する場合のユーザ作成クラスの作成手順を示しま
す。
1. セキュリティポリシーファイル（server.policy）にセキュリティポリシーを設定しま
す。
セキュリティポリシーの設定については，「18.3.6

セキュリティポリシーの設定」，

またはマニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
2. 独自の Handler クラス，Filter クラス，および Formatter クラスを含めたインポート用
のライブラリ JAR を作成します。
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3. サーバ管理コマンドを使用して，作成したライブラリ JAR のクラスをインポートす
るように指定します。
4. アプリケーションのソースプログラム上で，独自クラスのインスタンスを生成しま
す。
5. Logger クラス，Handler クラスへ接続する処理を実装します。
J2SE1.4 仕様のログマネジャ（LogManager）を利用して実装する場合は，次の点に
注意してください。
• プロパティ（java.util.logging.class や java.util.logging.file など）を使用して，ロ
グマネジャをカスタマイズすることはできません。カスタマイズした場合，ユーザ
ログの構築に失敗するおそれがあります。
• ソースプログラム上でログマネジャの readConfiguration(InputStream ins) メソッ
ドなどを呼び出すことはできません。readConfiguration(InputStream ins) メソッ
ドを呼び出して，Logger クラスの構成を初期化した場合，ユーザログ機能によっ
て構築されたログ体系が失われます。
なお，コーディング上の注意事項については，
「18.3.8 ユーザログ機能を使用する場合
の注意事項」を参照してください。

（2） コンテナ拡張ライブラリを利用する
ユーザ作成クラスである Filter クラス，Formatter クラスまたは Handler クラスのクラ
ス名称をユーザログ機能のプロパティキーに指定しておき，J2EE サーバ起動時にユーザ
作成クラスを含むログ構成を構築して利用する方法です。J2EE 標準の方法とは異なりま
す。
ユーザ作成クラスを含めた JAR ファイルをコンテナ拡張ライブラリとして指定して，作
成したライブラリへのクラスパスを指定します。これによって，J2EE サーバ起動時に，
プロパティキーで指定している CJMessageFileHandler クラスとフォーマッタ，フィル
タの作成，接続などが実行されて，ログ構成を構築できます。
手順を示します。
1. ユーザ作成クラスの Formatter クラス，Filter クラスおよび Handler クラスを含めた
JAR ファイル（コンテナ拡張ライブラリ JAR）を作成します。
ここでは，myloglib.jar とします。
2. myloglib.jar を任意の場所に配置します。
ここでは，次の場所に配置することを前提に説明しています。
• Windows の場合
c:¥mylib
• UNIX の場合
/usr/mylib
3. 配置したライブラリへのクラスパスを指定します。
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例えば，J2EE サーバの場合は，usrconf.cfg（オプション定義ファイル）内に，次の
ように指定します。
• Windows の場合
add.class.path=C:¥mylib¥myloglib.jar
• UNIX の場合
add.class.path=/usr/mylib/myloglib.jar
4. usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）のユーザログ機能用のプロパティ
キーに，パッケージ名称を含むフルクラス名を指定します。

18.3.8

ユーザログ機能を使用する場合の注意事項

ここでは，ユーザログ機能を使用する場合の注意事項について説明します。

（1） LogManager のカスタマイズについて
J2SE 標準の LogManager は，java.util.logging.config.class などのプロパティを使用し
てカスタマイズできます。ただし，Application Server が提供するユーザログ機能を使
用する場合，カスタマイズはしないでください。ユーザログ機能で使用するプロパティ
を使用したログ体系の構築では，J2EE サーバの起動時に，ユーザログ機能が
LogManager を使用してプロパティからログ構成を取得します。このため，
LogManager をユーザがカスタマイズすると，ログ構成の構築に失敗するおそれがあり
ます。
また，アプリケーションのソースコード上で LogManager の
readConfiguration(InputStream ins) メソッドなどを実行して，ロガーの構成を初期化
した場合も，ユーザログ機能が構築したログ構成が失われます。このため，このメソッ
ドは実行しないでください。
ただし，カスタマイズした LogManager が，すでに構築されているログの構成
（LogManager の内容）を完全に引き継いで，さらに独自の処理を追加した構造になって
いる場合は，カスタマイズ後もユーザログ機能を使用できます。

（2） ユーザが作成したフィルタ・フォーマッタを使用する場合の注意
ログメッセージの出力時に，ハンドラに接続している，ユーザ作成のフィルタが例外を
スローした場合，ハンドラの isLoggable メソッド※ 1 は，true ※ 2 を返します。
ハンドラに接続している，ユーザ作成のフォーマッタが例外をスローした場合，ハンド
ラはフォーマッタで整形したメッセージを出力できません。ユーザが指定したメッセー
ジは，フォーマッタで整形しないで出力されます。
ユーザ作成のフィルタ，フォーマッタがスローした例外の内容については，
cjexception.log を参照してください。
注※ 1
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isLoggable メソッドは，ログメッセージの取捨選択を判定するメソッドです。
注※ 2
true は，メッセージを出力対象とすることを意味します。

（3） ロガーとハンドラとの接続
ロガーには複数のハンドラを接続できますが，複数のロガーに同一の設定を持つハンド
ラ（CJMessageFileHandler または CJMPMessageFileHandler）を接続することはでき
ません。

18.3.9

EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出
力

ここでは，EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出力について説明します。

（1） ユーザログ出力の設定
EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドによって，EJB クライア
ントアプリケーションのユーザログの設定方法が異なります。
（a） cjclstartap コマンドを使用する場合
EJB クライアントアプリケーションのプロパティファイルでユーザログの設定をします。
EJB クライアントアプリケーションのログ出力の設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
（b） vbj コマンドを使用する場合
ユーザログ機能を実装する際，EJB クライアントアプリケーションのユーザログ用の設
定ファイルに，CJMPMessageFileHandler のログの出力先ファイル，ログレベル，ログ
面数，使用するフィルタとフォーマッタなどを設定します。ユーザアプリケーションプ
ログラムでは，ユーザログ用の設定ファイルを読み込むように記述する必要があります。
EJB クライアントアプリケーションの開始コマンド実行時に，設定ファイルがユーザア
プリケーションプログラムから読み込まれて，EJB クライアントアプリケーションのシ
ステムプロパティに設定されます。
EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ機能の実装については，「18.3.10
EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ出力の実装」を参照してください。
（c） ログの出力方法
EJB クライアントアプリケーションのログの出力方法には，2 種類のモードがあります。
プロセスごとにログ出力先のサブディレクトリを作成する動作モードのことをサブディ
レクトリ専有モード，複数のプロセスでログ出力先のサブディレクトリを共有する動作
モードのことをサブディレクトリ共有モードといいます。
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サブディレクトリ専有モードは 06-50 よりも前のバージョンとの互換用に使用するモー
ドであるため，EJB クライアントアプリケーションを新たに作成する場合は，サブディ
レクトリ共有モードの使用をお勧めします。
EJB クライアントアプリケーションのユーザログ機能を使用する場合，または
cjclstartap コマンドで EJB クライアントアプリケーションを実行する場合は，サブディ
レクトリ共有モードを使用してください。
EJB アプリケーションのログの出力方法については，マニュアル「Cosminexus シス
テム構築ガイド」の EJB クライアントアプリケーションのログの種類に関する説明を参
照してください。また，EJB アプリケーションのログを出力するサブディレクトリにつ
いては，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の EJB クライアントアプリ
ケーションのシステムログの取得に関する説明を参照してください。

（2） ユーザ独自のフィルタ／フォーマッタ／ハンドラの使用方法
ユーザが作成した独自の Filter クラス，Formatter クラス，または Handler クラスを，
EJB クライアントアプリケーションのユーザログ機能で使用する場合は，EJB クライア
ントアプリケーションの JavaVM を開始するときのクラスパスに，ユーザ作成のクラス
を指定してください。

18.3.10 EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ
出力の実装
ユーザログ機能は，EJB クライアントアプリケーションでも使用できます。ユーザログ
機能を実装すると，EJB クライアントアプリケーションのユーザログを出力できるよう
になります。
ここでは，EJB クライアントアプリケーションでユーザログ機能を利用するための準備
と，ユーザログが出力されるまでの処理の流れについて説明します。

（1） 利用の準備
EJB クライアントアプリケーションでユーザログ機能を利用する場合には，次の準備が
必要です。
なお，EJB クライアントアプリケーションでユーザログ機能を利用する前提として，
Application Server 側での設定が必要になります。ユーザログの具体的な設定内容につ
いては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のアプリケーションのユーザ
ログ出力の設定に関する説明を参照してください。
● ユーザログ機能用の設定ファイルの準備
システムプロパティを設定するための，ユーザログ機能用の設定ファイルを準備しま
す。設定ファイルは，J2SE のプロパティファイル形式で記述します。ファイル名称
および格納ディレクトリは任意です。
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設定ファイルには，J2EE サーバ用の usrconf.properties に指定できるキーのうち，
「ejbserver.application.userlog」で始まるキーを指定できます。指定できるキーにつ
いては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

● システムプロパティの設定処理の実装
設定ファイルを読み込んでシステムプロパティに設定するための処理を，EJB クライ
アントアプリケーションのソースコードに追加する必要があります。この処理は，
EJB クライアント機能の初期化が実行される処理よりも前に実行されるようにする必
要があります。
● JAR ファイルのクラスパスの追加
EJB クライアントアプリケーションを開始するときのクラスパスに，使用するハンド
ラに対応する JAR ファイルのクラスパスを追加してください。クラスパスの指定につ
いては，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」の EJB クライアントアプ
リケーションのクラスパスへの JAR ファイルの設定に関する説明を参照してくださ
い。

参考
EJB クライアントアプリケーションでユーザログ機能を利用する場合，セキュリティポリ
シーを設定する必要はありません。

（2） ユーザログ出力処理の流れ
EJB クライアントアプリケーションでのユーザログの出力は，次の流れで行われます。
1. システムプロパティの設定
設定ファイルを利用してシステムプロパティが設定されます。
2. EJB クライアントの初期化
EJB クライアント機能を初期化するメソッドが呼び出されて，ログ体系が構築されま
す。
3. Java ロギング API の実行
Java ロギング API の実行によって，ユーザログが出力されます。
流れに沿って，それぞれの処理内容について説明します。
（a） システムプロパティの設定
EJB クライアントアプリケーションのユーザログ機能用のシステムプロパティは，設定
ファイルを利用して設定されます。
システムプロパティで設定できるプロパティは，J2EE サーバ用の usrconf.properties に
指定できるプロパティのうち，
「ejbserver.application.userlog」で始まるキーです。設定
例を次に示します。
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# user-log handler function
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.appname=my_app1
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.path=application1/
logfileA
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.limit=10485760
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.count=2
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.level=SEVERE
# user-log logger function
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.handlers=co
m.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMPMessageFileHandler;conf1
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.useParentHa
ndlers=true
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.level=INFO
ejbserver.application.userlog.loggers=com.example.userlogger1

EJB クライアントアプリケーションでは，ユーザログを出力するためのハンドラとして，
CJMPMessageFileHandler または CJMessageFileHandler を指定できます。使用する
ハンドラは，ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名 >.handlers キーに指定し
ます。例の場合は，userlogger1 というロガーに，CJMPMessageFileHandler クラスを
指定しています。
CJMPMessageFileHandler は，複数のプロセスから同時に同じファイルにログ出力でき
る機能を持つハンドラです。このため，EJB クライアントアプリケーションの複数のプ
ロセスが出力するユーザログをまとめて出力できます。このハンドラは，EJB クライア
ントアプリケーションの場合だけ使用できるハンドラです。
なお，複数のプロセスから同時に同じファイルにログ出力しない場合は，J2EE アプリ
ケーションのユーザログを出力する場合と同様に，CJMessageFileHandler も使用でき
ます。CJMessageFileHandler を使用すると，CJMPMessageFileHandler を使用する場
合に比べて，ログ出力性能が高くなります。

！

注意事項
CJMPMessageFileHandler クラスを使用すると，日立トレース共通ライブラリがログ管理
に使用するファイルを「< ユーザログ出力ディレクトリ >/mmap/< ログファイル名のプレ
フィックス >.mm」に作成します。このユーザログ出力ディレクトリを使用している間は，
このファイルを変更または削除しないでください。

（b） EJB クライアント機能の初期化
EJB クライアント機能を初期化するメソッドが呼び出されて，ログ体系が構築されます。
EJB クライアント機能は，次のどれかのタイミングで初期化されます。
• JNDI の初期コンテキスト生成（new InitialContext メソッド）
• セキュリティ機能 API でのログイン（LoginInfoManager クラスの login メソッド）
• 通信タイムアウト機能 API での通信タイムアウト設定用オブジェクトの取得
（RequestTimeoutConfigFactory クラスの getRequestTimeoutConfig メソッド）
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注意事項
初期化処理が失敗した場合，EJB クライアントアプリケーションのユーザログを出力する機
能は使用できません。ただし，ユーザアプリケーションのソースコード上で，J2SE 標準の
Handler クラスや Logger クラス，またはユーザが独自に作成した Handler クラスや
Logger クラスの設定および構築をして，ログを出力することはできます。

（c） Java ロギング API の実行
アプリケーション内の処理で，Java ロギング API が実行されて，ユーザログが出力され
ます。CJMPMessageFileHandler を使用するときは，次の点に注意してください。
CJMPMessageFileHandler 使用時の注意
CJMPMessageFileHandler を使用する場合，メモリマップトファイルを使用してい
るため，実際にファイルへ反映されるまで遅延が発生することがあります。プロセ
スが終了するときにはファイルに反映されますが，長時間動作し続ける場合やファ
イルへの反映が遅延すると問題がある場合などは，flush を実行することをお勧めし
ます。
flush を実行する方法には，次の二つの方法があります。
• Logger.getHandlers メソッドが返すすべての Handler に対して，flush メソッド
を呼び出す。
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名 >.autoFlush.enabled
プロパティを指定する。
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名 >.autoFlush.enabled プ
ロパティを指定する場合，flush は自動的に実行されます。このため，flush メソッ
ドは使用しないでください。

（3） EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ出力の拡張
ユーザが作成した独自のクラス（Formatter，Filter，Handler）を EJB クライアントア
プリケーションのユーザログ機能で利用するには，ユーザが作成した独自のクラスを
EJB クライアントアプリケーションの JavaVM を開始するときのクラスパスに指定しま
す。
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18.4 コンソールログの出力
この節では，コンソールログの出力機能について説明します。
Management Server を利用して運用する場合，運用管理エージェントが起動したプロセ
スの標準出力や標準エラー出力などを，コンソール出力情報として取得できます。コン
ソール出力情報の取得を次の図に示します。
図 18-7

コンソール出力情報の取得

運用管理エージェントが各プロセスから取得したコンソール出力情報は，ログファイル
（コンソールログ）に出力されます。
また，Server Plug-in を使用している場合，コンソール出力情報は，Management
Server を経由して Eclipse のコンソールにも表示されます。コンソール出力情報は，イ
ベントとして Management Server に通知されます。イベントはイベントキューに滞留
され，順次イベントキューからイベントが取り出されて Management Server に通知さ
れます。Management Server が起動していないなどの理由でイベントを通知できない場
合には，通知できるまでイベントが再送されます。イベントキュー内に滞留しているイ
ベントがキューのサイズを超えた場合には，古いイベントから破棄されます。

（1） コンソールログの出力対象となる操作
次の方法で論理サーバ，J2EE アプリケーション，リソースを操作する場合には，運用管
理エージェントがプロセスを起動および停止するため，コンソールログを取得できます。
• Smart Composer 機能のコマンドを使用する場合
• Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）を使用する場合
• Server Plug-in を使用する場合

（2） コンソールログの出力対象となるプロセス
コンソールログの出力対象となるのは，次のプロセスです。
• 論理サーバを構成するプロセス
• J2EE アプリケーションやリソースを操作するプロセス
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ただし，Windows の場合には，間接起動のプロセスからはコンソールログを取得できま
せん。間接起動される論理サーバについては，
「17.3.2 論理サーバの起動・停止と稼働
確認」を参照してください。

！

注意事項
運用管理エージェントが起動したプロセスが一度に大量の文字列を出力する場合，運用管理
エージェントのガーベージコレクションなどのタイミングによっては，対象となるプロセス
が一時停止することがあります。
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用
この章では，J2EE アプリケーションの運用について説明しま
す。
J2EE アプリケーションの運用では，同時実行数の変更，実行
時間の監視，サービスの閉塞，停止，入れ替え，およびテスト
モードでの J2EE アプリケーションの実行ができます。

19.1 J2EE アプリケーションの運用の概要
19.2 同時実行数の動的変更
19.3 J2EE アプリケーション実行時間の監視とキャンセル
19.4 J2EE アプリケーションのサービスの閉塞
19.5 J2EE アプリケーションの停止
19.6 J2EE アプリケーションの入れ替え
19.7 J2EE アプリケーションのテスト機能
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19.1 J2EE アプリケーションの運用の概要
J2EE アプリケーションの運用とは，J2EE サーバにデプロイした J2EE アプリケーショ
ンに対して，日常業務の中で定型的な運用を実施したり，業務状況の変化に応じて適切
に設定を変更してチューニングを実施したりすることです。
Cosminexus では，J2EE アプリケーションに対して次の運用操作を実行する機能を提供
しています。
● 同時実行スレッド数の動的変更
● J2EE アプリケーション実行時間の監視とキャンセル
● J2EE アプリケーションの閉塞と停止
● J2EE アプリケーションの入れ替えと保守
● J2EE アプリケーションのテストモードでの運用
なお，バッチサーバの場合，J2EE アプリケーションの運用機能は使用できません。
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19.2 同時実行数の動的変更
J2EE アプリケーションの運用では，J2EE アプリケーションのリクエストの同時実行数
を動的に変更できます。
リクエストの同時実行数は，J2EE サーバを起動する前に，Web サーバ，Web アプリ
ケーション，Enterprise Bean，CTM などで設定できます。このうち，Web アプリケー
ション単位の同時実行数と，CTM の同時実行数は，J2EE サーバ起動後，J2EE アプリ
ケーションの運用中に動的に変更できます。
同時実行数を動的に変更することによって，アクセス状況に応じて同時に実行できる処
理を一時的に増加させたり，減少させたりできます。また，稼働状態でパフォーマンス
をチューニングしたり，時間帯に応じた計画的な同時実行数の変更をしたりすることも
できるようになります。
同時実行数が変更できるのは，次の J2EE アプリケーションです。
● Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーション
Web アプリケーションでは，Web アプリケーション単位の同時実行数が動的に変更で
きます。詳細については，「4.19.4

同時実行スレッド数の動的変更」を参照してくだ

さい。
● CTM による制御の対象になっている J2EE アプリケーション
CTM では，スケジュールキュー単位の同時実行数が動的に変更できます。詳細につい
ては，
「11.4.3 リクエストの同時実行数の動的変更」を参照してください。
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19.3 J2EE アプリケーション実行時間の監視
とキャンセル
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の概要と，J2EE アプリケーション実行時間
の監視機能で提供するメソッドタイムアウト機能，およびメソッドキャンセル機能につ
いて説明します。
なお，J2EE アプリケーションの実行時間の監視とキャンセルをするためには，J2EE ア
プリケーションでの設定が必要です。J2EE アプリケーションの実行時間監視について
は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

19.3.1

J2EE アプリケーション実行時間の監視の概要

J2EE アプリケーション実行時間の監視とは，EJB および Web アプリケーションのリク
エスト実行時間を監視する機能です。J2EE アプリケーション実行時間の監視機能によっ
て，J2EE アプリケーションで無限ループなどの障害発生を検知すると，一定時間内に終
了しなかったメソッド処理をタイムアウトしてユーザに通知し，さらにメソッドキャン
セル機能によって使用中のトランザクションの強制決着とメソッドのキャンセルを実施
できます。
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能には，メソッドタイムアウト機能と，メソッ
ドキャンセル機能があります。
メソッドタイムアウト機能
監視基盤にあるリクエストのうち，一定時間内に終了しなかったメソッド処理を，
タイムアウトとしてユーザに通知する機能です。監視基盤とは，J2EE アプリケー
ション実行時間の監視機能を実現するために必要なインタフェースを提供し，監視
情報を管理する領域です。
メソッドキャンセル機能
メソッドタイムアウト機能でタイムアウトが通知されたあと，メソッドのキャンセ
ルを実施する機能です。キャンセル時にデータベースにアクセスしている場合は，
トランザクションの強制決着もします。
なお，メソッドタイムアウト機能およびメソッドキャンセル機能では，ログ情報として
スレッドダンプを出力します。出力されたスレッドダンプのファイル数は，リソース枯
渇監視機能で監視できます。リソース枯渇監視機能については，「17.7 リソースの枯渇
監視」を参照してください。
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能について次の図に示します。
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図 19-1

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の概要

図中のコマンドについて説明します。
• 一覧表示コマンド
メソッドキャンセルコマンドを実施する前に，メソッドキャンセルコマンドを実行で
きるかどうかを確認するときに使用します。
• メソッドキャンセルコマンド
タイムアウトが検知された場合，またはスレッドの状態が不正な場合に使用します。
• アプリケーション強制停止コマンド
アプリケーションを強制停止するときに使用します。アプリケーションの強制停止に
ついては，
「19.5 J2EE アプリケーションの停止」を参照してください。
なお，これらのコマンドについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマン

ド編」を参照してください。
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19.3.2

メソッドタイムアウトとは

メソッドタイムアウトとは，一定時間内に終了しなかったメソッド処理を，タイムアウ
トとしてユーザに通知する機能です。

（1） タイムアウトの判定とタイムアウト後の動作
タイムアウトは，監視基盤で監視されるメソッドの呼び出しが，次の式を満たす場合に
発生します。
タイムアウト判定時点の時刻−メソッド開始時刻 ＞ タイムアウトの時間
また，タイムアウト発生後は，次のどちらかの動作（メソッドキャンセルのモード）を
選択できます。
• KDJE52703-W のメッセージを出力する
• KDJE52703-W のメッセージを出力して，メソッドキャンセル機能を実行する
どちらの動作を選択した場合も，タイムアウトした呼び出しが終了したときに，
KDJE52716-I のメッセージが出力されます。

（2） メソッドタイムアウト機能の対象となる処理
メソッドタイムアウトの対象となる処理に，タイムアウトを設定します。設定する個所
は次のとおりです。
• Web アプリケーションのリクエスト処理
• EJB のメソッド呼び出し処理
なお，メソッドタイムアウトの適用対象として，次の処理は含まれません。
• J2EE アプリケーションのデプロイ時やアンデプロイ時に動作する処理
• EJB コンテナの状態管理機能，およびアクティブセッションのタイムアウト機能で動
作する Enterprise Bean の処理
Enterprise Bean のメソッド呼び出し処理とは別に，EJB コンテナが設定によって自
動的に行う処理は，メソッドタイムアウトの適用対象に含まれません。
また，J2EE アプリケーションのデータ構造によっては，メソッドタイムアウトができな
い場合があります。詳細については，「19.3.5

J2EE アプリケーション実行時間の監視

機能の実装」を参照してください。

（3） タイムアウト検知間隔とメソッドタイムアウト時間
メソッドタイムアウト機能を使用する場合，次の設定が必要です。
● タイムアウトを検知する時間の間隔
タイムアウトを検知するための時間間隔を設定します。
メソッドタイムアウトが発生しているかどうかの判定が，指定した間隔ごとに J2EE
サーバによって判定されます。これは，J2EE サーバ単位に設定します。
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また，タイムアウトの検知は一定間隔で行われるため，検知までに最大で次の時間が
掛かります。
タイムアウトの検知に掛かる時間の算出式
タイムアウトの検知に掛かる時間＝タイムアウトの時間 + タイムアウトを検知す
る時間の間隔
● J2EE アプリケーションごとのメソッドタイムアウト時間
メソッドタイムアウトにする時間を，J2EE アプリケーションに設定します。
設定は，J2EE アプリケーション内の Enterprise Bean 単位，または Web アプリケー
ション単位に設定します。
J2EE アプリケーションの実行時間監視の設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。

19.3.3

メソッドキャンセルとは

メソッドキャンセルとは，タイムアウトの原因となっている実行中の処理をキャンセル
する処理です。メソッドキャンセル時には，現在実行されている処理がキャンセルでき
るかどうかを判断します。

ポイント
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを使用している場合，次の処理はメソッド
キャンセルの対象にできません。
• リソースアダプタ独自のメソッド
• ワーク管理で実行されている Work
ただし，Work によって呼び出された Message-driven Bean 内の処理については，メソッド
キャンセルの対象にできます。

（1） 保護区と非保護区
メソッドをキャンセルできる領域のことを非保護区，メソッドをキャンセルできない領
域を保護区といいます。
保護区とは，メソッドキャンセルのできない領域です。保護区では，J2EE サーバの動作
で共有されるデータや領域を保持したり，JavaVM 内で行われる処理を保証したりする
ため，メソッドキャンセルができません。J2EE サービス，Web コンテナ，EJB コンテ
ナが保護区に該当します。これらの保護区に該当するクラス以外で，保護区として扱い
たいクラスがある場合は，保護区リストファイルに記述します。
一方，非保護区は，メソッドキャンセルができる領域です。J2EE アプリケーションが非
保護区になります。
保護区，非保護区の判定は，クラス単位で行われます。ただし，非保護区の場合は実行
時の条件によって保護区として扱われることがあります。J2EE アプリケーションでも，
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ネイティブメソッドを呼び出している場合や，スタティックイニシャライザを実行して
いる場合は，保護区と判定されます。

（2） メソッドキャンセルの処理
メソッドキャンセルは，現在実行中の処理が非保護区の場合だけ実行されます。メソッ
ドキャンセルができるかどうかを確認するため，保護区の判定では，キャンセル対象と
なるメソッドが非保護区で実行中かどうかを判定します。実行している処理が非保護区
の場合は，メソッドキャンセルが行われます。保護区の場合は，一定間隔で保護区の判
定をリトライします。一定時間内に非保護区に制御が移らない場合は，メソッドキャン
セルが失敗したと見なされ，メソッドキャンセルの処理が終了します。保護区の判定処
理の流れを次の図に示します。
図 19-2

保護区の判定処理の流れ

なお，メソッドキャンセル時にデータベースにアクセスしている場合，トランザクショ
ンは強制的にタイムアウトします。トランザクションがタイムアウトすると，実行中の
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SQL をキャンセルし，トランザクションはロールバックにマークされます。また，保護
区を実行中のためにメソッドキャンセルが行われなくても，トランザクションは強制的
にタイムアウトします。このとき，トランザクションはロールバックにマークされます。
トランザクションタイムアウトの詳細については，
「9.11.8(2) トランザクションタイム
アウト発生時のステートメントキャンセル」を参照してください。

（3） Web コンテナおよび EJB コンテナでのメソッドキャンセル時の動
作
メソッドキャンセルを実行すると，キャンセル対象となるメソッドを実行中のスレッド
で，ThreadDeath が発生します。Web コンテナおよび EJB コンテナでは，この
ThreadDeath をキャッチして必要な処理を実施します。
Web コンテナおよび EJB コンテナでのメソッドキャンセル時の動作について説明しま
す。
（a） Web コンテナでの動作
ThreadDeath がスローされるタイミングによって動作が異なります。
Web アプリケーションのフィルタ / サーブレット /JSP でのリクエスト処理中に
ThreadDeath がスローされた場合
呼び出し元となるフィルタ / サーブレット /JSP に javax.servlet.ServletException
がスローされます。
例えば，フィルタから javax.servlet.FilterChain の doFilter メソッド呼び出しの延
長でサーブレットが実行され，そのサーブレットの実行中に ThreadDeath が発生し
た場合，doFilter メソッドの呼び出しで，javax.servlet.ServletException がスロー
されます。
同様に，javax.servlet.RequestDispatcher の forward メソッド，または include メ
ソッドを呼び出して，リクエストをサーブレット /JSP に転送した場合，
javax.servlet.ServletException の getRootCause メソッドでは，ThreadDeath オブ
ジェクトを返します。
Web アプリケーションのリスナの処理中に ThreadDeath がスローされた場合
Web コンテナは ThreadDeath をキャッチしますが，リスナが呼び出される契機と
なったイベントの発生元となるユーザプログラム処理に対しては，例外はスローさ
れません。
例えば，javax.servlet.http.HttpServletRequest の getSession メソッドの呼び出し
によって HttpSession を作成した場合，javax.servlet.http.HttpSessionListener の
sessionCreated メソッドが呼び出されます。この sessionCreated メソッドの実行中
に ThreadDeath がスローされた場合，Web コンテナはスローされた ThreadDeath
をキャッチしますが，HttpSession 生成のイベントを発生させた getSession メソッ
ド呼び出しには例外をスローしません。
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（b） EJB コンテナでの動作
EJB のメソッド呼び出し中に ThreadDeath がスローされた場合は，EJB 仕様で定めら
れたシステム例外が発生した場合と同等の動作をします。呼び出し元に返る例外の
getCause メソッドでは，ThreadDeath オブジェクトを返します。

（4） メソッドキャンセル実行のタイミング
メソッドキャンセル実行のタイミング，およびメソッドキャンセル実行までに掛かる最
大の時間について説明します。
• タイムアウト発生時
メソッドタイムアウト時のメソッドキャンセルのモードとして，スレッドを停止する
ことが設定されている場合，タイムアウト発生時にメソッドキャンセルが実行されま
す。メッセージを出力するだけの設定の場合は，タイムアウト時でもメソッドキャン
セルは実行されません。
タイムアウトが発生したメソッドのキャンセル処理は，一定の間隔で実行されます。
また，メソッドキャンセルの処理は，動作中のリクエスト処理がタイムアウトしてい
ないかを調査する（タイムアウトを監視する）スレッドとは別のスレッドで，非同期
で実行されます。そのため，タイムアウトの検知後にメソッドキャンセルが実行され
るまでには，最大で，メソッドキャンセル処理の時間間隔分掛かります。
メソッドキャンセル処理の時間間隔は，タイムアウトを監視する時間間隔と同じです。
メソッドキャンセル処理の時間間隔の設定については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」の J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定に関する説明
を参照してください。
• メソッドキャンセルコマンドの実行時
運用中にメソッドキャンセルコマンドを実行すると，メソッドキャンセルが実行され
ます。
メソッドキャンセルコマンドは，タイムアウトが発生したメソッドを実行中のスレッ
ドの状態を確認して，メソッドキャンセルが実行できることを確認してから，必要に
応じて実行します。
メソッドキャンセルを実行するための手順については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」の，J2EE アプリケーションの実行時間の監視とキャンセルの
説明を参照してください。
メソッドキャンセル処理は，コマンド実行後に非同期に実行されます。また，メソッ
ドキャンセル処理は，メソッドキャンセル処理の時間間隔には影響されません。
• J2EE アプリケーション強制停止の実行時
J2EE アプリケーションを強制停止した場合に，停止対象となる J2EE アプリケー
ションで実行中のスレッドがあるときは，メソッドキャンセルが実施されます。
アプリケーションの強制停止については，
「19.5 J2EE アプリケーションの停止」を
参照してください。
メソッドキャンセル処理は，コマンド実行後に非同期で実行されます。また，メソッ
ドキャンセル処理は，メソッドキャンセル処理の時間間隔には影響されません。
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19.3.4

タイムアウト値の設定例と設定値の有効範囲

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能を使用するときの，タイムアウト値の設定例
と設定値の有効範囲について，Web アプリケーションの場合と EJB の場合に分けて説明
します。

（1） Web アプリケーションの場合
Web アプリケーションの場合のタイムアウト値の設定について説明します。
（a） フィルタ / サーブレット /JSP への呼び出し
フィルタ / サーブレット /JSP 呼び出しのタイムアウト設定について，次の図に示しま
す。
図 19-3

フィルタ / サーブレット /JSP 呼び出しのタイムアウト設定

各場所のタイムアウト値は，呼び出しの順序を考慮して適切に設定する必要があります。
例えば，図中 A の範囲の doFilter メソッドのタイムアウト値は，メソッドの開始から終
了までの処理時間の監視に適用されます。このため，B または C の処理時間が A のタイ
ムアウト値に設定した時間に達してしまうと，その時点でタイムアウトされてしまいま
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す。例を次に示します。
処理中にタイムアウトが発生する例
図中の A，B，C のそれぞれのタイムアウト値として次の表に示す時間が設定されて
いることとします。
表 19-1

タイムアウト値の設定例 1
場所

設定したタイムアウト値

図中 A（フィルタの doFilter メソッド）

240 秒

図中 B（サーブレット）

180 秒

図中 C（JSP）

120 秒

このような設定の場合に，A から B への処理，および B から C の処理で次の時間が
掛かったとします。
• A から B への処理：120 秒
• B から C への処理：60 秒
このとき，C での処理が 60 秒以上掛かると，図中 A のタイムアウト値の 240 秒に
達してしまうため，処理が完了する前にタイムアウトが発生します。
● 設定時の注意事項
アップロード，ダウンロードを実施するサーブレット /JSP 内の処理の延長では，クライ
アントとの通信が発生する場合があります。この場合，アップロード中，ダウンロード
中はサーブレット /JSP の処理中として扱われるため，メソッドの実行時間が監視されま
す。
このため，アップロード，ダウンロードを実施するサーブレット /JSP は，クライアント
との通信遅延などを考慮してタイムアウトを設定する必要があります。特に，ダウン
ロードについては，ブラウザでダウンロード確認用のダイアログを表示して，クライア
ントに，ダウンロードの確認を求める場合があります。この場合，ダウンロードする
データ量によっては，クライアント上でユーザがダウンロード確認用のダイアログで操
作をするまで，ダウンロードが完了しない（サーブレット /JSP の処理が完了しない）こ
とがあるので注意してください。
なお，フィルタを経由する場合は，該当するフィルタに関しても同様の注意が必要です。
（b） サーブレットへの初回リクエスト
サーブレットへの初回アクセス時には，サーブレットの service メソッドに設定したタイ
ムアウト値が有効になります。
ただし，DD（web.xml）の <load-on-startup> タグを設定していないサーブレット /JSP
の場合，初回リクエスト時には，init メソッドが実行されます。このとき，init メソッド
には，該当するサーブレット /JSP の service メソッドに設定したタイムアウト値が有効

1086

19. J2EE アプリケーションの運用

になります。
また，サーブレット /JSP が service メソッドの処理で利用できないことを示す，
javax.servlet.UnavailableException をスローした場合に実行される destroy メソッドに
も，該当するサーブレット /JSP の service メソッドに設定したタイムアウト値が適用さ
れます。
サーブレットへの初回リクエストのタイムアウト設定について，次の図に示します。
図 19-4

サーブレットへの初回リクエストのタイムアウト設定

（c） フィルタを経由したサーブレット /JSP の初回リクエスト
フィルタを経由したサーブレットおよび JSP の初回リクエストのタイムアウト設定につ
いて，次の図に示します。
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図 19-5
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図 19-6

フィルタを経由した JSP の初回リクエストのタイムアウト設定

フィルタの処理の延長で，サーブレット /JSP が呼び出される場合のフィルタのタイムア
ウト値は，フィルタの延長で呼び出されるサーブレット /JSP のタイムアウト値を考慮し
て設定する必要があります。
例えば，図 19-6 の場合，図中 A の範囲のフィルタのタイムアウト値は，フィルタの処理
時間に適用されます。このため，B または C の処理時間が A のタイムアウト値に設定し
た時間に達してしまうと，その時点でタイムアウトされてしまいます。図 19-6 の場合の
例を次に示します。
処理中にタイムアウトが発生する例
図中の A，B，C のそれぞれのタイムアウト値として次の表に示す時間が設定されて
いることとします。
表 19-2

タイムアウト値の設定例 2
場所

設定したタイムアウト値

図中 A（フィルタ）

240 秒

図中 B および C（サーブレット）

180 秒
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このような設定の場合に，フィルタでの処理，およびサーブレットでの処理で次の
時間が掛かったとします。
• フィルタでの処理：60 秒
• サーブレットの init メソッドで処理：120 秒
このとき，サーブレットの service メソッドでの処理が 60 秒以上掛かると，図中 A
のタイムアウト値の 240 秒に達してしまうため，サーブレットの service メソッド
の処理が完了する前にタイムアウトが発生します。
また，DD（web.xml）の <servlet> タグを定義していて，<load-on-startup> タグを設
定していないサーブレット /JSP の場合で，初回リクエストをフィルタの doFilter メソッ
ドの延長で実行するとき，サーブレット /JSP の init メソッドが実行されます。init メ
ソッドが実行されるタイミングを次の表に示します。
表 19-3
対象

サーブレット

JSP

init メソッドが実行されるタイミング
<servlet> タグ
の定義

<load-on-startup> タ
グの定義

init メソッドの実行されるタイミング

あり

なし

doFilter メソッドが呼び出される前

なし

なし

doFilter メソッドの延長

あり

なし

doFilter メソッドの延長

なし

なし

doFilter メソッドの延長

このとき，init メソッドのタイムアウト値には，次のどちらかの値が適用されます。
• フィルタのタイムアウト値≧ Web アプリケーションのタイムアウト値の場合
該当するサーブレット /JSP の service メソッドに設定したタイムアウト値が有効にな
ります。
• フィルタのタイムアウト値＜ Web アプリケーションのタイムアウト値の場合
フィルタに設定したタイムアウト値が有効になります。

（2） EJB の場合
Stateless Session Bean のビジネスメソッド呼び出しのタイムアウト設定について，次の
図に説明します。なお，ほかの Bean の種類（Stateful Session Bean，Entity Bean,，
Message-driven Bean）についても同様に設定できます。
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図 19-7

Stateless Session Bean のビジネスメソッド呼び出しのタイムアウト設定

ビジネスメソッドのタイムアウト値に設定した時間を超えると，タイムアウトが発生し
ます。
なお，EJB のメソッド呼び出しの延長で呼び出されるコールバックは，業務処理の一部
であるため，タイムアウト値を設定するときには，コールバックメソッドの実行時間を
考慮してください。各メソッドで呼び出されるコールバックについては，
「19.3.5(2)
Enterprise Bean のメソッド呼び出し処理でのタイムアウト値の設定方法」を参照してく
ださい。

19.3.5

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の実装

ここでは，メソッドタイムアウト機能，およびメソッドキャンセル機能を実装する場合
の設定や注意事項について説明します。

（1） Web アプリケーションのリクエスト処理でのタイムアウト値の設定
方法
Web アプリケーションのリクエスト処理では，次の表に示すメソッドにタイムアウト値
を設定できます。各メソッドのタイムアウト値の有効範囲については，
「19.3.4 タイム
アウト値の設定例と設定値の有効範囲」を参照してください。
なお，タイムアウトを利用するサーブレットおよび JSP は，DD（web.xml）の
<servlet> タグで定義しておく必要があります。
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表 19-4

メソッドタイムアウトの適用対象（Web アプリケーションのリクエスト処理）

ケース
サーブレット，JSP

フィルタ

メソッド

条件

service

条件はありません。

init

DD（web.xml）に <load-on-startup> タグを定義していないサー
ブレット（JSP 利用時は，JSP）に対して，初回リクエストで実行
される場合だけ，メソッドタイムアウトの適用対象となります。

destroy

service メソッドを呼び出した時に，永久に利用できないことを示
す javax.servlet.UnavailableException 例外をスローしたことで実
行される場合だけ，メソッドタイムアウトの適用対象となります。

doFilter

条件はありません。

javax.servlet.http.HttpServlet クラスのサブクラスとしてサーブレットを実装し，
javax.servlet.http.HttpServlet クラスの service メソッドから呼び出される doXXX メ
ソッド（doGet メソッド ,doPost メソッドなど）をオーバーライドする場合，オーバー
ライドした doXXX メソッドがタイムアウトの適用対象となります。
JSP の service メソッドとは，JSP から生成された javax.servlet.jsp.JspPage インタ
フェースを実装したクラスの service メソッドを指します。
JSP 内に定義する _jspService メソッドは，JspPage インタフェースの実装クラスから，
JspPage の service メソッドの延長で実行されます。JSP で JspPage を指定しない場合，
Web コンテナが提供する JspPage インタフェースの実装クラスが使用されます。

（2） Enterprise Bean のメソッド呼び出し処理でのタイムアウト値の設定
方法
Enterprise Bean のメソッド呼び出し処理では，メソッド単位にタイムアウト値を設定で
きます。Enterprise Bean 単位にタイムアウト値を設定できません。
J2EE アプリケーションのメソッドを呼び出す側でのメソッドタイムアウト適用対象メ
ソッドを表 19-5 に，J2EE アプリケーションに実装されるコールバックメソッド側での
メソッドタイムアウトの適用対象メソッドを表 19-6 にそれぞれ示します。
CMP2.0 の find メソッド／ select メソッド，および CMP1.0 の find メソッドのように，
Java プログラムに実装されていないメソッドは，メソッドタイムアウトの適用対象外と
なります。また，メソッドが呼び出しされたときの状態によって，呼び出されるかどう
かが決定するコールバックメソッド（ejbActivate，ejbLoad など）についても，適用対
象外となります。
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表 19-5

メソッドタイムアウトの適用対象（Enterprise Bean 呼び出し側）
Stateless
Session
Bean

Stateful
Session
Bean

Entity
Bean
(BMP)

Entity
Bean
(CMP2.
0)

Entity
Bean
(CMP1.
1)

Messag
e
-driven
Bean

create

×

○

○

○

○

×

finder

−

−

○

×

×

−

select

−

−

−

×

−

−

home

−

−

○

○

−

−

コンポーネント
インタフェース

remove

×

○

○

○

○

×

ビジネス
メソッド

○

○

○

○

○

−

javax.jms.Mess
ageListener

onMessa
ge

−

−

−

−

−

○

インタフェース

メソッド

ホームインタ
フェース

（凡例）○：適用されます。

表 19-6

×：適用されません。

−：該当しません。

メソッドタイムアウトの適用対象（コールバックメソッド側）
Stateless
Session
Bean

Stateful
Session
Bean

Entity
Bean
(BMP)

Entity
Bean
(CMP2.0)

Entity
Bean
(CMP1.1)

Message
-driven
Bean

コンストラクタ

×

×

×

×

×

×

setSessionContext ／
setEntityContext ／
setMessageDrivenContext

×

×

×

×

×

×

unsetSessionContext ／
unsetEntityContext

×

×

×

×

×

−

ejbCreate<Method>

×

○

○

○

○

×

ejbPostCreate<Method>

−

−

×

×

×

−

※

×

○

○

○

○

×

ejbActivate

×

×

×

×

×

−

ejbPassivate

×

×

×

×

×

−

ejbLoad

−

−

×

×

×

−

ejbStore

−

−

×

×

×

−

ejbfind<Method>

−

−

○

−

−

−

ejbSelect<Method>

−

−

−

−

−

−

home メソッド

−

−

○

○

−

−

ビジネスメソッド

○

○

○

○

○

−

onMessage

−

−

−

−

−

○

メソッド

ejbRemove
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（凡例）○：適用されます。

×：適用されません。

−：該当しません。

注※
タイムアウト機能などのコンテナの処理で呼び出された場合は対象外です。

（3） メソッドタイムアウト発生時のオプションメッセージの設定
メソッドタイムアウトが発生した場合，オプションを設定しておくことによって，タイ
ムアウトを通知するメッセージの詳細部分に任意の文字列を追加することができます。
実装例を次に示します。
// ユーザの処理
....
// メッセージの追加
RequestMonitorMessage.setMessage("メッセージを追加します。");
....
// ユーザの処理

次のような監視対象ではないアプリケーションでは，このメソッドは使用できません。
• EJB クライアントアプリケーション
• J2EE アプリケーションが生成，起動したスレッドで動作するアプリケーション

（4） メソッドキャンセルを利用するアプリケーション開発時の注意事項
メソッドキャンセルを使用する場合，アプリケーションを開発するときに，アプリケー
ションのデータ構造について注意する必要があります。
メソッドキャンセルを実行すると，スレッドの実行が予期しない場所で中断されます。
そのため，メソッドキャンセルの対象スレッドとほかのスレッドで，更新または削除を
実行する共有データがある場合，メソッドキャンセルを使用しないでください。共有
データが破壊され，ほかのリクエストの処理に影響を及ぼすことがあります。
例えば，ある Enterprise Bean に共有の領域（変数 A=1，B=2）を設けて，複数スレッ
ド（スレッド 1 とスレッド 2）でアクセスした場合に，スレッド 1 が共有の領域を更新
中（A=10，B=20）に ThreadDeath 例外が発生すると，更新が中途半端のまま（A=10，
B=2）スレッド 1 が終了します。このとき，スレッド 1 が更新途中のデータをスレッド 2
で参照して，A*B を計算すると，演算結果が不正になります（正：200，誤：20）
。その
ため，このような例では，メソッドキャンセルは使用できません。
また，ローカル呼び出し最適化機能を使用している場合は，アプリケーション内で，ま
たはアプリケーションをわたって，複数スレッドで更新や削除を実行するようなデータ
構造がないか確認する必要もあります。

19.3.6

使用するスレッド数

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能を使用する場合に，生成されるスレッドとス
レッド数を次の表に示します。
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表 19-7

生成されるスレッドとスレッド数
スレッド

スレッド数

メソッドタイムアウトの監視用スレッド※

1

タイムアウトによるメソッドキャンセル実行用スレッド

4

コマンドによるメソッドキャンセル実行用スレッド

4

現在時刻の取得用スレッド

1

注※

動作中のリクエスト処理がタイムアウトしていないかを調査するためのスレッドです。

なお，コマンドによるメソッドキャンセル実行用スレッドは，メソッドキャンセルコマ
ンド，およびアプリケーション強制停止コマンドを実行した時に生成され，コマンドを
終了した時に削除されます。そのほかのスレッドは，J2EE サーバを起動した時に生成さ
れ，J2EE サーバが終了するまで動作します。
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19.4 J2EE アプリケーションのサービスの閉
塞
サービスとは，J2EE アプリケーションで提供される業務を指します。新しいリクエスト
についてはエラーを返したり，実行中のリクエストについては処理を続行してエラーを
返さないようにしたりして，サービスを閉塞できます。
ここでは，Web アプリケーションのサービスの閉塞と，CTM のスケジュールキューの閉
塞について説明します。

19.4.1

Web アプリケーションのサービスの閉塞と閉塞解除

Web アプリケーションのサービスの閉塞とは，Web アプリケーションをフロントとする
J2EE アプリケーションのサービスを閉塞することを指します。Web アプリケーション
のサービスの閉塞は，例えば，業務時間外やシステムのメンテナンス時に，サービスを
停止するときに実施します。

（1） サービス閉塞の方法
Web アプリケーションのサービスを閉塞する方法には，次の五つがあります。
• 負荷分散機でリクエストの振り分け先を変更する方法※ 1
• 負荷分散機を停止する方法※ 2
• Web サーバを停止する方法※ 3
• J2EE サーバを停止する方法
• アプリケーションを停止する方法
注※ 1
負荷分散機でリクエストの振り分け先を変更する方法の場合，実行中のリクエスト
の処理を，エラーを返さずに続行させるため，負荷分散機の次の機能を使用します。
• リクエスト振り分け先の変更時に，変更前の負荷分散機と Web サーバ間の接続
を，リクエスト処理が完了するまで保持する機能
注※ 2
負荷分散機を停止する方法の場合，負荷分散機の停止中に，実行中のリクエストの
処理を，エラーを返さずに続行させるため，負荷分散機の次の機能を使用します。
• 負荷分散機の停止時に，負荷分散機と Web サーバ間の接続を，リクエスト処理が
完了するまで保持する機能
注※ 3
Web サーバを停止する方法は，Web サーバに Hitachi Web Server を使用している
場合だけできます。Microsoft IIS を使用している場合は，実行中のリクエストにエ
ラーを返すため，使用できません。
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（2） 負荷分散機を使用したシステム構成でのサービス閉塞
サービス閉塞の方法には，負荷分散機を使用する場合と使用しない場合で手順が異なり
ます。ここでは，負荷分散機でリクエストの振り分け先を変更することによって，サー
ビスを閉塞する場合を例に，サービスの閉塞について説明します。
負荷分散機を使用してリクエストの振り分け先を変更する場合，サービス閉塞用の Web
サーバを配置する必要があります。稼働中の Web アプリケーションの閉塞後は，サービ
ス閉塞用の Web サーバにリクエストを転送するよう，負荷分散機を設定します。
サービス閉塞前とサービス閉塞後のリクエストの振り分けについて，次の図に示します。
図 19-8

サービス閉塞前とサービス閉塞後のリクエストの振り分け

なお，サービス閉塞用の Web サーバでは，Web アプリケーションのサービス閉塞後，リ
クエストがきたときには，エラーページを返すようにします。
表示させるエラーページはカスタマイズすることもできます。表示されるエラーページ
については，「(3) エラーページの表示」を参照してください。
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（3） エラーページの表示
閉塞した Web アプリケーションのサービスにアクセスした場合，クライアントにはエ
ラーページが表示されます。表示されるエラーページは，次のどれかとなります。
• Web サーバのデフォルトのエラーページ，またはユーザが作成したエラーページ
• 接続エラーのページ※
• エラーステータスコードの表示されたエラーページ
注※
接続先の HTTP ポートが閉じられている場合に表示されます。
（a） サービス閉塞の方法と表示されるエラーページ
表示されるエラーページは，Web アプリケーションのサービス閉塞の方法によって異な
ります。サービス閉塞の方法と，表示されるエラーページを次の表に示します。
表 19-8

サービス閉塞の方法と表示されるエラーページ

サービス閉塞の方法

表示されるエラーページ

負荷分散機でリクエストの振り分け
先を変更する方法

サービス閉塞用の Web サーバで設定したエラーページ

負荷分散機を停止する方法

接続エラーのページ

Web サーバを停止する方法

接続エラーのページ※ 1

J2EE サーバを停止する方法

次のエラーステータスコードが表示されたページ
• 404 エラー※ 2
• 500 エラー※ 3
• 503 エラー※ 4

アプリケーションを停止する方法

次のエラーステータスコードが表示されたページ
• 404 エラー※ 5
• 503 エラー※ 4

注※ 1
ただし，負荷分散機を使用している場合は，使用している負荷分散機の仕様に依存します。
注※ 2
J2EE サーバを停止したときの 404 エラーは，アプリケーションの停止時に，J2EE サーバには
リクエストが到達していて，Web アプリケーションへの実行待ちキューには到達していないリ
クエストに対して返されます。
注※ 3
500 エラーは，アプリケーションの停止時に，J2EE サーバには到達していないリクエストに対
して返されます。
注※ 4
503 エラーは，アプリケーションの停止時に，Web アプリケーションの実行待ちキューにある
リクエストに対して返されます。
注※ 5
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アプリケーションを停止したときの 404 エラーは，アプリケーションの停止時に，Web アプリ
ケーションへの実行待ちキューに到達していないリクエストに対して返されます。

（b） ユーザ作成のエラーページの使用
表示されるエラーページは，ユーザ作成のエラーページにカスタマイズできます。ただ
し，カスタマイズはサービス閉塞の方法によって，できる場合とできない場合がありま
す。サービス閉塞の方法と，エラーページのカスタマイズについて次の表に示します。
表 19-9

サービス閉塞の方法とエラーページのカスタマイズ
サービス閉塞の方法

エラーページのカスタマイズ

負荷分散機でリクエストの振り分け先を変更する方法

○

負荷分散機を停止する方法

×

Web サーバを停止する方法

×

J2EE サーバを停止する方法

○※

アプリケーションを停止する方法

○※

（凡例） ○：できる

×：できない

注※
エラーページのカスタマイズをするときの Web サーバの設定で，httpsd.conf ファイルの
ErrorDocument ディレクティブでフル URL（http:// で始まる URL を記述し，他サイトのコン
テンツを指定した URL）を指定しているときには，302 エラーが返ります。
エラーページのカスタマイズの設定については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイ

ド」，およびマニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

なお，エラーページのカスタマイズの概要については，
「4.24 エラーページのカスタマ
イズ」を参照してください。エラーページのカスタマイズは，Web サーバに Hitachi
Web Server を使用している場合だけできます。

（4） サービス閉塞の解除
Web アプリケーションのサービス閉塞の解除は，サービス閉塞の方法によって異なりま
す。サービス閉塞の方法ごとに，サービス閉塞の解除の方法を示します。
• 負荷分散機でリクエストの振り分け先を変更する方法の場合
J2EE サーバへリクエストが転送されるように，負荷分散機のリクエスト振り分け先
を変更します。
• 負荷分散機を停止する方法の場合
負荷分散機を起動します。
• Web サーバを停止する方法の場合
Web サーバを起動します。
• J2EE サーバを停止する方法の場合
J2EE サーバを起動します。
• アプリケーションを停止する方法の場合
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アプリケーションを開始します。

19.4.2

CTM のスケジュールキューの閉塞と閉塞解除

CTM を使用してリクエストをスケジューリングしている場合，特定のスケジュール
キューの閉塞制御ができます。スケジュールキューを閉塞制御することによって，特定
の J2EE アプリケーションをオンライン状態で入れ替えるサービス閉塞などができるよ
うになります。
スケジュールキューの閉塞および閉塞の解除は，運用管理コマンド（mngsvrutil）を使
用します。CTM を使用したサービス閉塞については，マニュアル「Cosminexus

シス

テム運用ガイド」を参照してください。CTM のスケジュールキューの閉塞機能について
の詳細は，「11.5.3

1100

スケジュールキューの閉塞制御」を参照してください。
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19.5 J2EE アプリケーションの停止
J2EE アプリケーションを停止させるには，通常停止と強制停止があります。通常停止と
強制停止の概要や，処理の流れについて説明します。

19.5.1

J2EE アプリケーション停止の概要

ここでは，J2EE アプリケーション停止の種類，停止のしかたについて説明します。

（1） J2EE アプリケーション停止の種類
J2EE アプリケーション停止の種類には，次の二つがあります。
通常停止
通常停止とは，Web アプリケーションや EJB の停止処理を順番に実施して，J2EE
アプリケーションを安全に停止させる方法です。このとき，J2EE アプリケーショ
ンで処理中のリクエストがあったときには，リクエストが終了してから，J2EE ア
プリケーションを停止します。通常停止には，タイムアウトを設定できます。通常
停止でタイムアウトが発生した場合は，J2EE アプリケーションの状態を確認し，
強制停止を実施するか，または J2EE サーバを再起動します。
強制停止
強制停止とは，J2EE アプリケーションで処理中のリクエストがある場合でも，強
制的に処理を中止する方法です。通常停止を実行後，処理中のリクエストが終了し
ないなどの原因によって通常停止が継続できない場合に強制停止を実行すると，処
理中のリクエストが終了し，通常停止が継続できるようになります。
強制停止は，J2EE アプリケーションで障害が発生した場合に迅速にサービスを閉
塞したり，リクエスト処理中の J2EE アプリケーションを強制停止して，J2EE ア
プリケーションの入れ替えをしたりするときに使用できます。

（2） 停止のしかた
通常停止，および強制停止は，サーバ管理コマンドで実行します。J2EE アプリケーショ
ンの停止については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してくだ
さい。

（3） J2EE アプリケーション停止処理の流れ
ここでは，J2EE アプリケーション停止処理の流れについて説明します。通常停止と強制
停止の処理の流れを次の図に示します。
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図 19-9

J2EE アプリケーション停止処理の流れ

通常停止処理では，閉塞処理と停止処理が実施されます。
閉塞処理，停止処理，および強制停止処理について，次項以降で説明します。

19.5.2

閉塞処理

閉塞処理では，閉塞対象の J2EE アプリケーションを構成する要素のうち，リクエスト
の受け口となるフロント部分を閉塞し，新規リクエストの受け付けを終了します。
なお，処理中のリクエストは，引き続き処理されます。
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（1） 閉塞順序と処理内容
閉塞順序を次に示します。
1. Web アプリケーションの閉塞処理
2. CTM のスケジュールキューの閉塞処理※
3. フロント EJB の閉塞処理
注※
CTM 連携なしの場合は，CTM のスケジュールキューの閉塞処理はありません。
それぞれの閉塞処理での処理内容について説明します。
（a） Web アプリケーションの閉塞処理
次の処理が実行されます。
• 新規リクエストの受け付けを終了します。
• 処理中のリクエストは引き続き処理します。
• Web アプリケーションの同時実行数制御のキューにあるリクエストのうち，Web コン
テナで処理を開始していないリクエストについては，処理しません。すべて 503 エ
ラーをクライアントに返します。
（b） CTM のスケジュールキューの閉塞処理
次の処理が実行されます。
• 新規リクエストの受け付けを終了します。
• CTM のスケジュールキューに投入されたリクエストのうち，J2EE サーバに振り分け
られていないリクエストについては，処理しません。java.rmi.RemoteException をク
ライアントに返します。
• CTM のスケジュールキューに投入されたリクエストのうち，すでに J2EE サーバで
処理が開始しているリクエストについては，引き続き処理します。
（c） フロント EJB の閉塞処理
次の処理が実行されます。
• 新規リクエストの受け付けを終了します。
• 処理中のリクエストは，引き続き処理します。

（2） J2EE アプリケーションの構成パターンと閉塞方法
J2EE アプリケーションの構成パターン別の閉塞方法について，J2EE アプリケーション
の形態を図に示し，それぞれの閉塞方法を説明します。

1103

19.

J2EE アプリケーションの運用

図 19-10 J2EE アプリケーションの構成パターン

● J2EE アプリケーション 1 の閉塞方法
J2EE アプリケーション 1 は，Web アプリケーションを含みます。
この場合，フロントは通常，Web アプリケーションとなります。J2EE アプリケー
ション 1 では，Web アプリケーションを閉塞します。
● J2EE アプリケーション 2 の閉塞方法
J2EE アプリケーション 2 は，EJB を CTM 連携で呼び出します。
この場合，クライアントからの呼び出しが必ず CTM になるので，CTM がフロントと
なります。J2EE アプリケーション 2 では，CTM を閉塞します。
● J2EE アプリケーション 3 の閉塞方法
J2EE アプリケーション 3 は，CTM を使用しないで EJB を呼び出します。
この場合，どの EJB がフロントとなるのか J2EE アプリケーション構成からは判断で
きません。フロントとなる EJB（フロント EJB）は，ユーザが指定します。J2EE ア
プリケーション 3 では，ユーザが指定したフロント EJB を閉塞します。
● J2EE アプリケーション 4 の閉塞方法
J2EE アプリケーション 4 は，Web アプリケーションが単独である J2EE アプリケー
ションです。
この場合，Web アプリケーションがフロントとなります。J2EE アプリケーション 4
では，Web アプリケーションを閉塞します。
● J2EE アプリケーション 5 の閉塞方法
J2EE アプリケーション 5 は，EJB が単独である J2EE アプリケーションです。
この場合，EJB がフロントとなります。フロントとなる EJB（フロント EJB）は，
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ユーザが指定します。J2EE アプリケーション 5 では，ユーザが指定したフロント
EJB を閉塞します。
なお，フロント EJB の指定については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイ

ド」の J2EE サーバのカスタマイズで設定できる主な項目に関する説明を参照してくだ
さい。

（3） 閉塞処理を実行する場合の注意事項
閉塞処理を実行する場合は，次の点に注意する必要があります。
（a） CTM 使用時の注意
CTM 使用時に閉塞処理を実行する場合の注意事項を次に示します。
● Web アプリケーションまたは EJB が，CTM を使用して同一 J2EE アプリケーション
内にある EJB にアクセスする場合
閉塞処理が終了した時点で，処理中のリクエストもクライアントに例外を返します。
このような形態の場合，該当する Web アプリケーションまたは EJB を呼び出すクラ
イアントの処理を停止したあとに，J2EE アプリケーションを停止してください。
● CTM から呼び出されている EJB に対して，閉塞処理後に CTM を使用しないでリクエ
ストが投入された場合
EJB の閉塞処理が実施されていないため，新規リクエストが受け付けられます。この
ような形態の場合，該当する EJB を呼び出すクライアントの処理を停止したあとに，
J2EE アプリケーションを停止してください。
● usrconf.properties の ejbserver.ctm.DeactivateTimeOut キーに 0 を指定している場合
usrconf.properties では，ejbserver.ctm.DeactivateTimeOut キーには 0 を指定しない
でください。
0 を指定している場合，CTM 経由で仕掛り中のリクエストがある状態でアプリケー
ションを停止しようとすると，リクエストが終了するまで閉塞が完了しません。この
ため，リクエストが障害などの理由で終了しない場合，強制停止ができなくなります。
（b） J2EE アプリケーションをわたった Web アプリケーション呼び出しの注意
Web アプリケーションでは，javax.servlet.ServletContext の getContext を使用して，
同じ Web コンテナ上の Web アプリケーションに対してアクセスできます。アクセスす
る Web アプリケーションが，別の J2EE アプリケーションに配置されている場合，呼び
出し元になるフロントの Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーションを最初に
停止してください。

19.5.3

停止処理

停止処理では，J2EE アプリケーションのストップ処理，アンデプロイ処理の順に実施さ
れます。それぞれの処理について説明します。
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（1） ストップ処理
ストップ処理は，次の順で実施されます。なお，処理完了後は，J2EE アプリケーション
は実行できなくなります。
1. Web アプリケーションのストップ処理
2. EJB のストップ処理
3. J2EE アプリケーションのストップ処理
それぞれの処理について説明します。
（a） Web アプリケーションのストップ処理
Web アプリケーションのストップ処理は，次の順序で実施されます。
1. サーブレット /JSP の終了処理
サーブレットの destroy，JSP の jspDestroy が実施されます。
2. HTTP セッションの破棄
HTTP セッションの属性の削除および無効化が実施されます。
3. フィルタの終了処理
フィルタの destroy が実施されます。
4. サーブレットコンテキストの破棄
サーブレットコンテキストの属性の破棄および無効化が実施されます。
5. 名前空間から Web アプリケーションの実行環境の削除
名前空間から，ejb-ref，ejb-local-ref，resource-ref，env-entity などが削除されます。
（b） EJB のストップ処理
EJB のストップ処理は，次の順序で実施されます。
1. 名前空間から EJB の実行環境の削除
名前空間から，ejb-ref，ejb-local-ref，resource-ref，env-entity などが削除されます。
2. 名前空間からの EJB ホームオブジェクトまたは EJB ローカルホームオブジェクトの
削除
名前空間から，EJB ホームオブジェクトまたは EJB ローカルホームオブジェクトが
削除されます。
3. プールの削除
Session Bean，および Message-driven Bean の場合は，method-ready プールが削除
されます。
Entity Bean の場合は，pool プールと ready プールが削除されます。
（c） J2EE アプリケーションのストップ処理
J2EE アプリケーションのストップ処理では，名前空間から J2EE アプリケーションの
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エントリが削除されます。

（2） アンデプロイ処理
アンデプロイ処理は，次の順で実施されます。なお，処理完了後は，J2EE アプリケー
ションは J2EE サーバから削除されます。
1. Web アプリケーションのアンデプロイ処理
2. EJB のアンデプロイ処理
3. J2EE アプリケーションのアンデプロイ処理
それぞれの処理について説明します。
（a） Web アプリケーションのアンデプロイ処理
JSP のコンパイル結果である，Java ソースファイルおよびクラスファイルを削除しま
す。なお，JSP のコンパイル結果については，「4.7.6(2)

JSP ファイルのコンパイル結

果の保持」を参照してください。
（b） EJB のアンデプロイ処理
EJB のアンデプロイ処理は，次の順序で実施されます。
1. リモートアダプタの削除（リモートインタフェースサポート時だけ）
2. CMR 使用時に作成したテーブルの削除
（c） J2EE アプリケーションのアンデプロイ処理
J2EE アプリケーションのアンデプロイ処理では，ユーザが手動でダウンロードしたファ
イルを削除します。

19.5.4

強制停止処理

強制停止処理では，通常停止のときの閉塞処理や停止処理は実行されません。J2EE アプ
リケーションで処理中のリクエストがある場合でも，強制的に処理が中止されます。な
お，実行中のメソッドについてはメソッドキャンセルが実行されます。
J2EE アプリケーションを強制停止したときのトランザクションの扱い
J2EE アプリケーションの強制停止を実行すると，仕掛かり中のトランザクション
は強制的にタイムアウトされます。このため，J2EE アプリケーションを強制停止
したあとにトランザクションを開始しようとすると，例外が発生してトランザク
ションを開始できません。
ただし，インプロセス OTS が複数の JavaVM にわたって動作しているときには，
J2EE アプリケーションを強制停止しても，トランザクションは強制的にタイムア
ウトされません。
また，J2EE アプリケーションの強制停止時に，Statement，CallableStatement，
または PreparedStatement で SQL が実行されている場合，実行は取り消され，制
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御を J2EE アプリケーションに戻そうとします。J2EE アプリケーションで使用し
ていたコネクションは破棄され，プールには戻りません。
トランザクションタイムアウトの詳細については，
「9.11.8(2)

トランザクションタ

イムアウト発生時のステートメントキャンセル」を参照してください。
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19.6 J2EE アプリケーションの入れ替え
J2EE アプリケーションの入れ替えについて，入れ替えの概要や入れ替え方法について説
明します。

19.6.1

J2EE アプリケーション入れ替えの概要

システムの運用を開始したあとで，J2EE アプリケーションのバージョンアップやメンテ
ナンスを実施するために，J2EE アプリケーションを入れ替えることがあります。
通常，J2EE アプリケーションを入れ替える場合には，J2EE サーバ上で動作している
J2EE アプリケーションを停止したあと削除し，新しい J2EE アプリケーションをイン
ポート，デプロイする必要があります。通常の J2EE アプリケーションの入れ替えの手
順を次の図に示します。
図 19-11 通常の J2EE アプリケーションの入れ替えの手順

通常の J2EE アプリケーションの入れ替えでは，J2EE アプリケーションを入れ替える
間，サービスを停止する必要がありますが，サービスの部分閉塞を使用すると，サービ
スを停止することなく J2EE アプリケーションを入れ替えることができます。また，リ
デプロイ機能やリロード機能を使用すると，通常の J2EE アプリケーションの入れ替え
に比べて，少ない手順で入れ替えができるようになります。
J2EE アプリケーションの入れ替え方法を次の表に示します。
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表 19-10 J2EE アプリケーションの入れ替え方法
対象の J2EE アプリケーション

入れ替え方法

アーカイブ形式

展開ディレクトリ形式

サービスの部分閉塞による入れ替え

○

○

リデプロイ機能による入れ替え

○

−

リロード機能による入れ替え

−

○

（凡例） ○：入れ替えできる

−：入れ替えできない

それぞれの入れ替え方法について説明します。なお，入れ替え方法の詳細については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の J2EE アプリケーションの入れ替え
と保守に関する説明を参照してください。

（1） サービスの部分閉塞による入れ替え
部分的なサービスの閉塞です。サービスを停止することなく，システムをメンテナンス
したいときに使用します。24 時間サービス提供が必要な J2EE アプリケーションを入れ
替える場合などには，サービスの部分閉塞によって，サービスを停止することなく，シ
ステムをメンテナンスできるようになります。
サービス部分閉塞の実行方法は，J2EE アプリケーションの形態によって異なります。例
えば，Web アプリケーションの場合には，入れ替え対象の J2EE アプリケーションが動
作する J2EE サーバに対して負荷分散機からのリクエストの振り分けを停止し，J2EE
アプリケーションを入れ替えます。入れ替えている間は，ほかの J2EE サーバでリクエ
ストを処理することで，サービスを停止することなく J2EE アプリケーションを入れ替
えられます。
J2EE アプリケーションが Web アプリケーションの場合に，サービス部分閉塞を使用し
て J2EE アプリケーションを入れ替える方法については，「19.6.2

Web アプリケーショ

ンのサービスの部分閉塞による入れ替え」を参照してください。

参考
サービス部分閉塞は，CTM を利用して実行することもできます。CTM のスケジュール
キューの閉塞を利用して J2EE アプリケーションを入れ替える方法については，
「11.5
CTM によるリクエストの閉塞制御」を参照してください。

（2） リデプロイ機能による入れ替え
アプリケーション開発でのテストやシステムの運用中に，修正した J2EE アプリケー
ションと動作中の J2EE アプリケーションを入れ替えたい場合，リデプロイ機能を使用
した入れ替えができます。リデプロイとは，少ない手順で高速に J2EE アプリケーショ
ンを入れ替えられるデプロイ方法です。ロジックだけを変更した J2EE アプリケーショ
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ンを入れ替えたい場合などに利用できます。ただし，リデプロイ機能を実行できる条件
に合わない場合は，通常の手順で入れ替える必要があります。リデプロイ機能を実行で
きる条件については，
「7.4 J2EE アプリケーションのリデプロイ」を参照してくださ
い。
リデプロイ機能は，アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを入れ替える場合に使用
できます。リデプロイ機能による入れ替え手順を次に示します。
図 19-12 リデプロイ機能による入れ替え手順

リデプロイ機能を使用する場合には，通常のアーカイブ形式の J2EE アプリケーション
の入れ替えと比べて，少ない手順で入れ替えができます。

参考
リデプロイを実行する前に，JSP 事前コンパイル機能を実行しておくことをお勧めします。
JSP 事前コンパイル機能は，Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルをデプロイ前
にコンパイルし，クラスファイルを生成する機能です。あらかじめ，クラスファイルの生成
までを実施しておくので，JSP に最初にリクエストが到着したときのレスポンスタイムおよ
び Web アプリケーションの開始時間を短縮できます。JSP 事前コンパイル機能については，
「4.7

JSP の事前コンパイルとコンパイル結果の保持」を参照してください。

リデプロイ機能については，
「7.4

J2EE アプリケーションのリデプロイ」を参照してく

ださい。
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（3） リロード機能による入れ替え
アプリケーション開発でのテストやシステムの運用中に，修正した J2EE アプリケー
ションと動作中の J2EE アプリケーションを入れ替えたい場合，リロード機能を使用し
た入れ替えができます。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する
ファイルを更新した場合に，更新検知やコマンド実行によって，更新した J2EE アプリ
ケーションをリロードできます。リロード機能を使用することで，少ない手順で J2EE
アプリケーションを動的に入れ替えられるようになります。
リロード機能による入れ替えは，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを入
れ替える場合に使用できます。リロード機能による入れ替え手順を次に示します。
図 19-13 リロード機能による入れ替え手順

リロード機能を使用する場合には，通常の展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケー
ションの入れ替えと比べて，少ない手順で入れ替えができます。
リロード機能については，「7.5

J2EE アプリケーションの更新検知とリロード」を参照

してください。

19.6.2

Web アプリケーションのサービスの部分閉塞による
入れ替え

Web アプリケーションのサービス閉塞では，部分的にサービスを閉塞することもできま
す。Web アプリケーションのサービスの部分閉塞によって，サービスを停止することな
く，J2EE アプリケーションの入れ替えができ，システムをメンテナンスできます。

（1） サービスの部分閉塞ができるシステム構成
サービスの部分閉塞ができるシステム構成を次に示します。
• 負荷分散機を使用して，複数の Web サーバにリクエストを振り分けていること

1112

19. J2EE アプリケーションの運用

• Web サーバと J2EE サーバは，1:1 または 1:n の構成になっていること
なお，セッションを使用するアプリケーションの場合，同一セッションのリクエストは
同一の J2EE サーバで処理する必要がありますが，Web アプリケーションのサービスの
部分閉塞をすると，リクエストは，閉塞された Web アプリケーションがある J2EE サー
バとは別の J2EE サーバで処理されます。セッション情報を引き継ぐためには，セッ
ションフェイルオーバ機能を使用してください。セッションフェイルオーバ機能につい
ては，「12.

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ」を参照してください。

（2） サービスの部分閉塞の方法
Web アプリケーションのサービスの部分閉塞をするには，負荷分散機のリクエスト振り
分け先を変更して，閉塞したい Web アプリケーションにリクエストが転送されないよう
にします。
このとき，リクエストにエラーが返されないようにするため，J2EE サーバで実行される
リクエストがないことを確認します。使用している Web サーバによって，次のことを実
施してください。
● Web サーバに Hitachi Web Server を使用している場合
Hitachi Web Server を停止してください。Hitachi Web Server を停止すると，J2EE
サーバにリクエストは転送されません。
● Web サーバに Microsoft IIS を使用している場合
該当する J2EE サーバで実行中のリクエストがないことを確認してください。J2EE
サーバで実行中のリクエスト数を確認するには，Management Server を使用します。
Management Server については，
「16.2

Management Server で構築したシステム

の概要」を参照してください。
なお，負荷分散機には，リクエストの振り分け先を変更したときに，変更前にあった負
荷分散機と Web サーバの接続を，リクエスト処理が完了するまで保持する機能が必要で
す。この機能のない負荷分散機を使用すると，実行中のリクエストにエラーを返すので
注意してください。
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19.7 J2EE アプリケーションのテスト機能
J2EE アプリケーションのテスト機能には，J2EE アプリケーションの動作モードとし
て，本番稼働できる J2EE アプリケーションの動作モードである通常モードと，テスト
専用の動作モードであるテストモードの二つがあります。
ここでは，テストモードについて説明します。

19.7.1

テストモードの概要

テストモードとは，J2EE アプリケーションをテスト用に動作させるための，専用の動作
モードです。J2EE アプリケーションの新規開発時や，J2EE アプリケーションの入れ替
え時など，J2EE アプリケーションを本番環境でテストするときに利用します。なお，テ
ストモードの動作の対象となるのは，Web アプリケーションと EJB です。
テストモードには次のような特徴があります。
• 稼働中の J2EE サーバ上にテスト用の J2EE アプリケーションを配置して，テストを
実施できます。
テストモードで J2EE アプリケーションを動作させても，稼働中の J2EE アプリケー
ションに影響を与えることはありません。このため，本番環境で J2EE アプリケー
ションのテストを実施できます。
• J2EE アプリケーションを容易に本番環境に移行できます。
テストモードで動作している J2EE アプリケーションは，テスト終了後，容易に本番
運用に移行できます。移行のときには，DD などの設定を変更する必要はありません。

（1） テストモード使用の前提条件
テストモードで J2EE アプリケーションを動作させるときの前提条件を次に示します。
• 同一 J2EE サーバでは，同じ名称の J2EE アプリケーション（表示名が同じ J2EE ア
プリケーション）は，通常モードとテストモードでそれぞれ一つだけ開始できます。
• テストモードの J2EE アプリケーションと，通常モードの J2EE アプリケーション間
で，相互呼び出しはできません。
• Connector 1.5 仕様に準拠した Inbound リソースアダプタは，テストモードで使用で
きません。

（2） J2EE アプリケーションの動作モードの変更
テストモードから通常モードへの変更，および通常モードからテストモードへの変更時
には，J2EE アプリケーションをいったん停止する必要があります。モードの変更後，
J2EE アプリケーションを開始してください。なお，モードを変更するとき，標準 DD
などの設定変更は不要です。
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（3） テストモードを使用するための設定
テストモードにするかどうかは，J2EE アプリケーション単位で設定します。テストモー
ドでの J2EE アプリケーションの設定については，マニュアル「Cosminexus システム
構築ガイド」を参照してください。

（4） テストモードで動作中のアプリケーションに対してできる操作
テストモードで動作する J2EE アプリケーションのカスタマイズおよび運用操作は，
サーバ管理コマンドで実行します。テストモードでの J2EE アプリケーションの運用に
ついては，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

19.7.2

テストモードで動作している J2EE アプリケーショ
ンに対する処理

ここでは，テストモードで実行している J2EE アプリケーションに対するクライアント
からの処理について説明します。

（1） 処理の流れ
テストモードおよび通常モードで実行している J2EE アプリケーションがあるときのア
プリケーションサーバの動作について，CTM を使用する場合と使用しない場合に分け
て，図に示します。
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図 19-14 処理の流れ（CTM を使用する場合）
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図 19-15 処理の流れ（CTM を使用しない場合）

図について説明します。
クライアント
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クライアントは，本番用とテスト用とで別に用意します。
J2EE アプリケーション
通常モードで動作中の J2EE アプリケーションのほかに，テストモードで J2EE ア
プリケーションをデプロイします。
名前空間
CTM を使用する場合，グローバルネーミングサービス，およびローカルネーミング
サービスの名前空間は，本番用とテスト用で別に用意します。CTM を使用しない場
合のネーミングサービスも同様に，本番用とテスト用を別に用意します。
クライアントから検索する名前空間を本番用とテスト用とで切り分けることで，
EJB の呼び出しの切り替えをします。
CTM のスケジュールキュー（CTM を使用する場合だけ）
CTM のスケジュールキューは，本番用の J2EE アプリケーションとテスト用の
J2EE アプリケーションで別に生成します。
DB Connector およびデータベース
J2EE アプリケーションがデータベースを使用する場合は，本番用に定義した DB
Connector を使用します。テスト用のクライアントや J2EE アプリケーションから，
テスト用のデータを生成することで，データベースでの確認をします。

参考
なお，テストモードの J2EE アプリケーションに含まれる Web アプリケーションから Web
サーバ上の静的コンテンツを利用する場合には，次のどちらかの方法で静的コンテンツにア
クセスしてください。
1. Web アプリケーションから Web サーバ上の静的コンテンツに相対パスでアクセスする
場合，あらかじめ Web サーバ上のディレクトリ構成をテストモードのコンテキストルー
ト名を含むディレクトリ構成として静的コンテンツを配置し，アクセスするようにして
ください。
2. Web アプリケーションから Web サーバ上の静的コンテンツに絶対パスでアクセスする
場合，あらかじめ Web サーバ上で本番用のディレクトリ構成下に配置された静的コンテ
ンツにアクセスするようにしてください。

（2） テストモードで動作している Web アプリケーションの呼び出し
テストモードで動作している場合，テスト用のクライアントからは，テスト用の URL で
Web アプリケーションに接続します。
J2EE アプリケーションをテストモードで開始すると，コンテキストルートに「_test_」
のプリフィックスが付いた，テスト用のコンテキストルートが生成されます。このコン
テキストルートを含む URL が，テスト用の URL になります。例えば，コンテキスト
ルートが「example」で，本番用の URL が「http://www.hitachi.co.jp/example/
index.jsp」である場合，テスト用の URL は「http://www.hitachi.co.jp/_test_/example/
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index.jsp」となります。

！

注意事項
通常モードで，コンテキストルート名が「/_test_」で始まる Web アプリケーションを使用
している場合，コンテキストルート名が「/_test_」で始まらない Web アプリケーションを
テストモードで実行すると，コンテキストルート名が重複したり，またはコンテキストルー
ト名のパスの構成要素が包含関係となったりする場合があります。
例えば，通常モードでコンテキストルート名が「/_test_/example」の Web アプリケーショ
ン 1 を使用している場合に，コンテキストルート名が「/example」の Web アプリケーショ
ン 2 は，テストモードではコンテキストルート名に「/_test_」が付加されるためコンテキス
トルート名が Web アプリケーション 1 と重複することになり実行できません。
また，コンテキストルート名が「/example/app」の Web アプリケーション 3 を，テスト
モードで実行すると，コンテキストルート名は「/_test_/example/app」となり，Web アプ
リケーション 1 とはコンテキストルート名のパスの構成要素が包含関係となります。この場
合，テストモードで実行することはできますが，包含されるコンテキストルート名を持つ
Web アプリケーション 1 にアクセスできない場合があります。詳細については，マニュア
ル「Cosminexus

アプリケーション設定操作ガイド」の J2EE アプリケーションのコンテ

キストルート定義に関する説明を参照してください。

（3） テストモードで動作している EJB の呼び出し
EJB では，EJB ホームオブジェクトおよび EJB ローカルホームオブジェクトの取得に
は，JNDI を利用します。テストモードの場合，通常モード用とは別に名前空間を設ける
ことで JNDI でモードの切り替えをして，EJB を呼び出します。
J2EE アプリケーションをテストモードで開始すると，EJB ホームオブジェクトおよび
EJB ローカルホームオブジェクトなどは，JNDI で自動変換してから，テストモード用
の名前空間に登録および検索されます。クライアント側では，テスト用の名前空間を検
索して，EJB ホームオブジェクトや EJB ローカルホームオブジェクトなどを取得しま
す。JNDI が lookup 呼び出し元クライアントの J2EE アプリケーションのモードを判別
して，検索名の変換を自動で実施するので，クライアント側では，テスト用の検索名を
意識する必要はありません。
また，テストモードを通常モードに変更しても，lookup の呼び出し元のソースや，
WAR，EAR などの DD の変更は必要ありません。

！

注意事項
EJB クライアントアプリケーションの場合は，通常モードとテストモードの区別がありませ
ん。このため，JNDI では検索名の自動変換はされませんので，クライアント側ではテスト
モードの検索名を意識して J2EE アプリケーションを作成する必要があります。
また，J2EE アプリケーションに Entity Bean（CMP2.0）を含む場合，J2EE アプリケー
ションのテスト機能を利用できません。
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（4） CTM を使用する場合の注意事項
CTM を使用する場合は，次の内容に注意してください。
（a） スケジュールキューの名称
スケジュールキューの名称は，通常モードの場合，デフォルトでは，J2EE アプリケー
ションの名称になります。通常モードのキュー名称との衝突を回避するため，テスト
モードでは，スケジュールキューの名称を，通常モードのキュー名称の先頭に，プリ
フィックス「_test_」が付けられます。CTM で提供するコマンドを使用してテスト用の
キューを操作する場合は，キュー名称を意識する必要があります。
なお，通常モードとテストモードの J2EE アプリケーションの間では，CTM のスケ
ジュールキューを共有することはできません。
（b） EJB ホームオブジェクトの JNDI 登録名
J2EE アプリケーションをテストモードで開始するとき，ローカルネーミングサービスと
同様に CTM が利用するグローバルネーミングサービスにもテスト用の名前空間を形成
し，EJB ホームオブジェクトを登録します。

19.7.3

テストモードで動作している J2EE アプリケーショ
ン情報の取得

テストモードで動作している J2EE アプリケーションについて，Management Server を
使用すると統計情報の取得ができます。また，性能解析トレースを使用することで，
J2EE アプリケーションのモードを確認できます。

（1） 統計情報の取得
通常モードの J2EE アプリケーションと同様に，テストモードの J2EE アプリケーショ
ンでも，統計情報を取得できます。統計情報の取得には，Management Server を使用し
ます。

！

注意事項
テストモードで動作している J2EE アプリケーションの場合，Management Server は統計
情報の取得にだけ利用できます。Management Server を使用して，テストモードで動作す
る J2EE アプリケーションに対して操作することはできません。

（2） 性能解析トレースの利用による J2EE アプリケーションの動作モー
ドの確認
テストモードの J2EE アプリケーションの呼び出しと，通常モードの J2EE アプリケー
ションの相互呼び出しはできません。性能解析トレースを使用すると，クライアントか
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らのリクエストがテストモードの J2EE アプリケーションの呼び出しか，通常モードの
J2EE アプリケーションの呼び出しかを判断できるので，テストモードと通常モードの
J2EE アプリケーションを呼び出していないかどうか，確認できます。
Web アプリケーション呼び出し時と EJB 呼び出し時のモードの判別方法について説明し
ます。なお，トレース取得ポイントの詳細と取得情報については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
（a） Web アプリケーション呼び出し時のモードの判別
Web アプリケーション呼び出しでモードの判別をするときの，トレース取得ポイントと
モードの判別方法について次に示します。
トレース取得ポイント
• Web コンテナでのリクエスト取得・リクエストヘッダ解析完了時点
• リクエスト処理完了時点
モードの判別方法
上記のトレース取得ポイントで取得された出力情報で，オペレーション名に出力さ
れる URL のコンテキストルートに「_test_」が含まれる場合は，テストモードとな
ります。
（b） EJB 呼び出し時のモードの判別
EJB 呼び出しでモードの判別をするときの，トレース取得ポイントとモードの判別方法
について次に示します。
トレース取得ポイント
• JNDI での検索処理開始時点
EJB 呼び出しの切り替えは JNDI で実施しているため，JNDI での検索処理開始
時の情報を取得します。
モードの判別方法
上記のトレース取得ポイントで取得された出力情報で，オペレーション名に出力さ
れる検索文字列に「$HITACHI_TEST」が含まれる場合は，テストモードとなりま
す。

19.7.4

テストモードでの J2EE アプリケーション呼び出し
時の注意事項

アプリケーションの動作モードには，本番稼働できる通常モードと，テスト専用のテス
トモードの二つがあります。
テストモードは，アプリケーションの新規開発や，アプリケーションの入れ替えなど，
アプリケーションをテストするときに利用します。なお，テストの対象となるのは，
Web アプリケーションと Enterprise Bean です。

1121

19.

J2EE アプリケーションの運用

（1） テストモードでの Web アプリケーション呼び出しについての注意
事項
アプリケーションの作りによっては，テストモードでの Web アプリケーション呼び出し
機能が利用できないことがあります。注意事項を次に説明します。
（a） ほかの Web アプリケーションとのリンクを作成する場合
テストモードで起動する J2EE アプリケーションに複数の Web アプリケーションが含ま
れている場合，その Web アプリケーションから，同じくテストモードで起動された Web
アプリケーションへのリンク（URL または URI）を作成する処理が含まれることがあり
ます。この場合，サーブレット API でほかの Web アプリケーションのコンテキストルー
トは取得できないため，Web アプリケーションで固定またはユーザプログラム内の定義
で指定していると考えられます。
この場合，テストモードの Web アプリケーションにアクセスし，作成されたページのリ
ンクにアクセスすると，テストモードの Web アプリケーションではなく，通常モードの
Web アプリケーションにアクセスするので注意してください。
（b） 静的コンテンツ内のリンクがコンテキストルートからのパスで記述されている場合
静的コンテンツ内で記述しているリンクが，相対パスではなくコンテキストルートから
のパスで記述してある場合，通常モードの Web アプリケーションにアクセスしてしまい
ます。
（c） サーブレット API を利用する場合
サーブレット API で使用するメソッドによっては，次に示す注意が必要になる場合があ
ります。
注意事項 A：
引数にコンテキストルート名をハードコーディングしたり，戻り値として特定のコ
ンテキストルート名が返されることを期待したりしないでください。
注意事項 B：
戻り値としてファイルシステム上の実際のパスが返されます。特定のファイルパス
が返されることを期待しないでください。
注意事項 A および注意事項 B に該当するメソッドを，次の表に示します。
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表 19-11 注意が必要なサーブレット API
パッケージ

クラス

メソッド

注意事項
A

javax.servlet

ServletContext

getContext(java.lang.String uripath)

○

getResource(java.lang.String path)

○

B

getRealPath(java.lang.String path)
javax.servlet.
http

HttpServletRequest

○

getContextPath()

○

getPathTranslated()

○

getRequestURI()

○

getRequestURL()

○

getPathTranslated()
HttpServletResponse

Cookie

HttpServletRequestWrap
per

○

encodeRedirectUrl(java.lang.String url)

○

encodeRedirectURL(java.lang.String url)

○

encodeUrl(java.lang.String url)

○

encodeURL(java.lang.String url)

○

sendRedirect(java.lang.String location)

○

getPath()

○

setPath(java.lang.String uri)

○

getContextPath()

○

getPathTranslated()

○

getRequestURI()

○

getRequestURL()

○

getPathTranslated()
HttpServletResponseWra
pper

HttpUtils

○

encodeRedirectUrl(java.lang.String url)

○

encodeRedirectURL(java.lang.String url)

○

encodeUrl(java.lang.String url)

○

encodeURL(java.lang.String url)

○

sendRedirect(java.lang.String location)

○

getRequestURL(HttpServletRequest req)

○

（凡例）○：注意事項に該当することを示します。

（2） テストモードでの Enterprise Bean 呼び出しについての注意事項
Enterprise Bean の場合，一般に EJB ホームオブジェクトおよび EJB ローカルホームオ
ブジェクトの取得に JNDI を利用します。したがって，通常モード用とは別にテスト
モード用の名前空間を設け，JNDI で通常／テストのモード切り替えを実施することで，
テストモードでの Enterprise Bean の呼び出しを実現します。テストモードでの
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Enterprise Bean の呼び出しについての注意事項を次に示します。
（a） Enterprise Bean を開始する場合
Enterprise Bean を含む J2EE アプリケーションをテストモードで開始するとき，テス
トモードで開始された Enterprise Bean の EJB ホームオブジェクト，および EJB ロー
カルホームオブジェクトなどをテストモード用の名前空間に登録します。テストモード
用名前空間への登録／検索については，JNDI で自動変換して実行するため，J2EE アプ
リケーションに本番／テストのモード変更が発生しても，lookup メソッド呼び出し元の
ソースや，WAR，Enterprise Bean などの DD 定義の変更は不要です。
（b） クライアントから接続する場合
クライアントでは，テストモード用の名前空間を検索して EJB ホームオブジェクト，お
よび EJB ローカルホームオブジェクトなどを取得します。
J2EE アプリケーション形態の Enterprise Bean のクライアント（例：JSP ／サーブ
レットや Enterprise Bean）では，JNDI が lookup メソッド呼び出し元（クライアント）
の J2EE アプリケーションのモードを判別して自動的に検索名を変換するため，クライ
アント側ではテストモードの検索名を意識しなくて済みます。
一方，J2EE アプリケーション形態以外の Enterprise Bean のクライアント（例：EJB
クライアントアプリケーション）では，JNDI では自動的に検索名を変換しません。その
ため，クライアント側では，テストモードの検索名を意識し，テスト用のクライアント
を作成してください（J2EE アプリケーション形態以外の Enterprise Bean のクライア
ントには，通常モード／テストモードの区別がありません。このため，JNDI では，検索
名の自動変換は実行されません）。
（c） ダイナミッククラスローディング機能を使用する場合
ダイナミッククラスローディング機能を使用する場合，一つの J2EE サーバ上で通常
モードとテストモードの J2EE アプリケーションを，同じ名称で同時に開始できません。
例えば，すでに通常モードで J2EE アプリケーションが動作しているときにテストモー
ドの J2EE アプリケーションを開始しようとすると，開始に失敗します。
テストモードで J2EE アプリケーションを動作させる場合は，ダイナミッククラスロー
ディング機能を使用しないことをお勧めします。
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この章では，Cosminexus が提供する機能を使用したシステム
の監査について説明します。

20.1 システムの監査の概要
20.2 監査ログを使用したシステムの監査
20.3 データベース監査証跡との連携
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20.1 システムの監査の概要
近年，組織の健全な運営の保障や，複雑化・多様化する IT システムの安全な構築・運用
の観点から，組織の内部統制の重要性が高まっています。内部統制の目的は，いつ，だ
れが，どんな業務を実行したかを把握することで，業務が各種法規制に準拠して遂行さ
れているかを検証することです。そのために，インフラの面では，システムに対して正
当な権限を持つ者が正当な操作を行ったことを監査するための仕組みが必要です。
Cosminexus では，システムの監査を支援する機能として，システムやアプリケーショ
ンに対する操作履歴など，監査の観点で必要な情報を記録する機能を提供しています。
Cosminexus が提供している，システムの監査を支援する機能の概要を次の表に示しま
す。なお，システムの監査を支援する機能は，J2EE アプリケーションの実行環境，およ
びバッチアプリケーションの実行環境で使用できます。
表 20-1

システムの監査を支援する機能の一覧

機能

概要

参照先

監査ログ出力機能

システムの構築者や運用者が Cosminexus のプログラムに対して
実行した操作，およびその操作に伴うプログラムの動作の履歴を
監査ログとして出力します。
また，Cosminexus が提供している監査ログ出力用の API を使用
して，システムで動作する J2EE アプリケーションやバッチアプ
リケーションの監査ログを出力する機能を実装できます。

20.2

データベース監査証
跡連携機能

データベースが提供するデータベース監査証跡の機能と連携する
機能です。Cosminexus 上のアプリケーション※ 1 またはサーバ内

20.3

※2

からデータベースにアクセスした際に，Cosminexus システム
が持つ情報をデータベース監査証跡に出力できます。
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注※ 1

J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションが対象となります。

注※ 2

J2EE サーバ内またはバッチサーバ内が対象となります。

20.

システムの監査

20.2 監査ログを使用したシステムの監査
この節では，監査ログを使用したシステムの監査について説明します。

20.2.1

監査ログを使用したシステムの監査の概要

監査ログとは，システム構築者やシステム運用者が Cosminexus のプログラムに対して
実行した操作，およびその操作に伴うプログラムの動作の履歴が出力されるファイルで
す。監査者が監査ログを調査することで，
「いつ」「だれが」
「何をしたか」を知ることが
できて，システムの運用が法規制，セキュリティ評価基準，または業界ごとの各種の基
準に準拠していることを証明できます。
監査ログには，コマンドなどによる操作を実行したユーザに関する情報や，その操作に
伴う処理が成功したか失敗したかなどの監査事象に関する情報，操作や処理の対象に関
する情報などが出力されます。これらの情報をシステムの監査に役立てることができま
す。監査ログに出力される情報の詳細については，マニュアル「Cosminexus システム
運用ガイド」の監査ログの収集と調査に関する情報を参照してください。なお，JP1/
NETM/Audit と連携すると，監査ログを自動で収集したり，一括で管理したりすること
ができるようになります。JP1/NETM/Audit と連携して，監査ログを自動で収集したり
一括管理したりする機能については，
「21.6 監査ログの収集および一元管理（JP1/
NETM/Audit との連携）」を参照してください。
監査ログが出力される流れと主な出力情報を次の図に示します。

1127

20.

システムの監査

図 20-1

監査ログが出力される流れと主な出力情報

監査ログが出力される契機になるのは，コマンドの実行など，Cosminexus のプログラ
ムに対する操作です。この操作は，システム管理者，システム運用者など，その作業に
応じたユーザが実行します。また，監査ログは，Cosminexus の各プロセスで監査事象
が発生したタイミングで出力されます。監査事象とは，Cosminexus のプログラムに対
して実行した操作，およびその操作に伴うプログラムの処理のうち，システムの構築や
運用の正当性を証明するために記録する必要がある事象のことです。Cosminexus では，
監査事象を次のとおり分類して定義しています。
表 20-2

監査事象の定義

監査事象

説明

StartStop

ソフトウェアの起動と終了を示す事象です。次の操作が該当しま
す。
• 各プロセスの起動・停止
• J2EE アプリケーションの開始・停止
• J2EE リソースの開始・停止

Authentication

システム管理者やシステム運用者が実行した，Management Server
の管理者 ID と管理者パスワードによる認証を伴う操作が，成功ま
たは失敗したことを示す事象です。
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説明

ConfigurationAccess

システム管理者が実行した操作が正常終了または失敗したことを示
す事象です。次の操作が該当します。
• 設定変更
• 構成変更
• 構成情報の参照

Cosminexus で定義している監査事象の例を次に示します。
• Smart Composer 機能のコマンドの実行，および Smart Composer 機能のコマンドの
実行に伴う処理
• サーバ管理コマンドの実行，およびサーバ管理コマンドの実行に伴う処理
• Management Server を仲介した，管理者 ID やパスワードの作成・変更
• 運用管理エージェントを仲介した，定義ファイルの編集
監査事象は，コマンドごとに定義されています。監査事象となるコマンドの一覧につい
ては，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の監査ログが出力されるコマン
ド一覧を参照してください。コマンドごとの監査ログの出力ポイントについては，マ
ニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の監査ログの出力ポイントについての説
明を参照してください。
また，Cosminexus では，J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションに使用
する監査ログ出力用の API を提供します。監査ログ出力用の API を使用すると，監査事
象のタイミング以外にも，アプリケーションへの操作の実行や，アプリケーションによ
る処理のタイミングで監査ログを出力することもできます。監査ログ出力用の API を使
用した J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションの実装については，
「20.2.3 アプリケーションの監査ログを出力するための実装」を参照してください。
監査ログを使用したシステムの監査で必要な作業と参照先を次の表に示します。
表 20-3

システムの監査で必要な作業と参照先

作業
監査ログ出力の前提条件を
知る

参照先
「20.2.2

記載内容

監査ログ出力の前提条件」

• 監査ログ出力の前提条件

監査を実施するセキュアな
システムの構成を検討する

マニュアル「Cosminexus
設計ガイド」

システム

• 監査ログを使用してセキュア
なシステムを構成するための
考え方

監査ログを取得するための
設定をする

マニュアル「Cosminexus
構築ガイド」

システム

• 監査ログ取得の設定方法

監査ログを収集する

マニュアル「Cosminexus
運用ガイド」

システム

• 監査ログの出力方式
• 監査ログの収集方法

JP1/NETM/Audit と連携し
て監査ログを一括収集 • 管
理する

マニュアル「Cosminexus
構築ガイド」

システム

• JP1/NETM/Audit との連携方
法
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作業
監査ログを調査する

参照先
マニュアル「Cosminexus
運用ガイド」

記載内容
システム

• マニュアル「Cosminexus メッ
セージ 1 KAWS ／ KDAL ／
KDJE 編」
• マニュアル「Cosminexus メッ
セージ 2 KEOS ／ KEUC ／
KFCB 編」
• マニュアル「Cosminexus メッ
セージ 3 KFCT ／ KFDB ／
KFDJ 編」
アプリケーションに監査ロ
グ出力用の API を実装する

「20.2.3 アプリケーションの監査ロ
グを出力するための実装」

マニュアル「Cosminexus
ンス API 編」

20.2.2

リファレ

• 監査ログの調査方法
• 監査ログが出力されるコマン
ド一覧
• 監査ログの出力ポイント
• 監査ログに出力されるメッ
セージの見方

• 監査ログ出力用の API の実装
例
• 監査ログ出力用の API を実装
するときの注意事項
• 監査ログ出力用の API の詳細

監査ログ出力の前提条件

Cosminexus Version 7 の製品ごとに，監査ログ出力機能を使用できるかどうかが異なり
ます。監査ログ出力機能を使用できる製品は，次のとおりです。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Service Architect
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector

20.2.3

アプリケーションの監査ログを出力するための実装

Cosminexus では，J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションに実装できる
監査ログ出力用の API を提供しています。監査ログ出力用の API を使用することで，ア
プリケーションに対する操作，およびアプリケーションによる処理が実行されたタイミ
ングで，操作および処理の履歴を監査ログに出力させることができます。ここでは，監
査ログ出力用の API の実装例と実装時の注意事項について説明します。
なお，監査ログ出力用の API の詳細についてはマニュアル「Cosminexus リファレン
ス
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（1） 監査ログ出力用の API の実装例
監査ログ出力用の API の実装例を次に示します。
if (UserAuditLogger.isEnabled())
{
try
{
UserAuditLogger logger = UserAuditLogger.getLogger("UserComponent");
if (logger.isLoggable("Message1"))
{
AuditLogRecord record = new AuditLogRecord();
record.setMessageId("Message1");
record.setCategory(AuditLogRecord.CATEGORY_CONFIGURATION_ACCESS);
record.setResult(AuditLogRecord.RESULT_SUCCESS);
record.setObjectInfo("Object");
record.setOperation(AuditLogRecord.OPERATION_REFER);
record.setMessage("Message");
logger.log(record);
}
}
catch (AuditLogException e)
{
// 監査ログの出力に失敗したときの処理
}
}

このように実装した場合の監査ログの出力例を次に示します。なお，この例は Windows
の場合です。
CALFHM 1.0, seqnum=2, msgid=Message1, date=2007-05-31T19:12:53.788+09:00,
progid=Cosminexus, compid=UAP_UserComponent, pid=3984, ocp:host=hostname,
ctgry=ConfigurationAccess, result=Success, subj:euid=username, obj="Object",
op="Refer", loc="10.209.15.130/1234/0x0000000000000001", msg="Message"

（2） 監査ログ出力用の API 実装時の注意事項
監査ログ出力用の API を実装するときの注意事項について説明します。
システムの管理・運用に関する情報について
システム管理や運用に関する情報のうち，監査を実行するユーザなどに参照させて
はいけない情報を監査ログに出力しないようにしてください。監査ログに出力して
はいけない情報の例を次に示します。
• データベースにアクセスするユーザのユーザ名，およびパスワード
• 監査ログファイルや監査ログの設定ファイルに対して書き込み権限を所有する
ユーザのユーザ名，およびパスワード
複数マシン間での時刻の設定について
複数のマシンにわたって監査ログを出力する場合は，それぞれのマシンに同じ時刻
を設定しておいてください。
監査ログに出力する項目について
J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションが出力する監査ログには，
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次の項目が必ず出力されるように実装してください。
• メッセージ ID
• 発生コンポーネント名
• 監査事象の種別
• 監査事象の結果

20.2.4

監査ログの出力方式

ここでは，監査ログの出力方式について説明します。
監査ログは，監査ログを出力したサーバのローカルファイルに，ラップアラウンド方式
で出力されます。監査ログが出力されるファイルの面数が切り替わるタイミングで，面
数が切り替わったことを通知するメッセージが出力されます。また，障害が発生して，
監査ログの出力に失敗すると，監査ログの出力でエラーが発生したことを通知するメッ
セージが出力されます。
監査ログを使用して監査を実施するシステムでは，監査ログをすべて保存しておくこと
が求められるため，監査ログの出力に失敗した場合は，システムを停止する必要があり
ます。また，ラップアラウンドによって削除される監査ログを，アーカイブする必要が
あります。これらの処理は，JP1 などの運用管理プログラムを使用して，自動実行する
ことをお勧めします。JP1 などの運用管理プログラムを使用して，監査ログの出力に失
敗した場合にシステムを自動で停止する例と，監査ログを自動でアーカイブする例につ
いて説明します。
JP1 などの運用管理プログラムを使用して監査ログの出力に失敗した場合にシステムを
自動で停止する
監査ログの出力に失敗すると，監査ログの出力に失敗したことを通知するメッセー
ジが，メッセージログに出力されます。JP1 などの運用管理プログラムを使用する
と，監査ログの出力に失敗したことを通知するメッセージログを監視して，システ
ムを自動で停止することができます。
JP1 などの運用管理プログラムを使用して，監査ログの出力に失敗した場合にシス
テムを自動で停止する流れを次に示します。

1132

20.

図 20-2

システムの監査

JP1 などの運用管理プログラムを使用して監査ログの出力に失敗した場合にシ
ステムを自動で停止する流れ

1. 障害によって Cosminexus が監査ログの出力に失敗します。
2. Cosminexus が，監査ログの出力に失敗したことを通知するメッセージログを出力し
ます。
3. JP1 などの運用管理プログラムが，メッセージログが出力されたことを検知します。
4. JP1 などの運用管理プログラムが Cosminexus を停止します。
JP1 などの運用管理プログラムを使用して監査ログを自動でアーカイブする
監査ログの面数が切り替わると，面数が切り替わったことを通知するメッセージが，
メッセージログに出力されます。JP1 などの運用管理プログラムを使用すると，面
数が切り替わったことを通知するメッセージログを監視して，自動でアーカイブす
ることができます。アーカイブする必要があるファイルを次に示します。
表 20-4

アーカイブする必要があるファイル

アーカイブに含める必要があるファイ
ル

パス

監査ログ

< 監査ログの出力ディレクトリ >audit[n].log

監査ログのメッセージログ

< 監査ログの出力ディレクトリ >¥rasmessage[n].log

JP1 などの運用管理プログラムを使用して，監査ログを自動でアーカイブする流れ
を次に示します。
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図 20-3

JP1 などの運用管理プログラムを使用して監査ログを自動でアーカイブする流
れ

1. 監査ログを出力するファイルの面数が切り替わります。
2. ファイルの面数が切り替わったことを通知するメッセージログを，Cosminexus が出
力します。
3. JP1 などの運用管理プログラムが，メッセージログが出力されたことを検知します。
4. JP1 などの運用管理プログラムが，古い監査ログファイルを取得します。
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20.3 データベース監査証跡との連携
この節では，データベースが提供するデータベース監査証跡の機能と連携する機能，お
よび Cosminexus システムでできることについて説明します。

20.3.1

データベース監査証跡との連携の概要

データベース監査証跡とは，データベースに対する操作を記録したものです。監査者が
データベース監査証跡を調査することによって，監査対象のテーブルに決められた操作
権限どおりに運用が行われているか，不正なアクセスがないかをチェックできます。
データベース監査証跡の出力，取得，参照などをするための機能は，データベースが提
供しています。データベース監査証跡の詳細については，データベースのマニュアルを
参照してください。
Cosminexus システムでは，データベースが提供するデータベース監査証跡の機能と連
携できます。この機能をデータベース監査証跡連携機能といいます。この機能によって，
次に示すアプリケーションまたはサーバ内からデータベースにアクセスした際に，
Cosminexus システムが持つ情報をデータベース監査証跡の情報の一部として出力させ
ることができます。
• J2EE アプリケーションまたは J2EE サーバ内からデータベースにアクセスした際
• バッチアプリケーションまたはバッチサーバ内からデータベースにアクセスした際
データベース監査証跡に出力できる Cosminexus システムの情報は，クライアントから
のリクエストごとに割り振られるルートアプリケーション情報です。
データベース監査証跡，アプリケーションのユーザログ，および性能解析トレースを組
み合わせて，データベースの監査対象のテーブルにアクセスしたリクエストのセッショ
ン ID，ログイン名を特定できます。データベース監査証跡と連携した運用方法について
は，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

（1） データベース監査証跡への出力の流れ
データベース監査証跡連携機能を使用して，データベース監査証跡に Cosminexus シス
テムの情報を出力する処理の流れを次の図に示します。この図では，J2EE アプリケー
ションからデータベースにアクセスした場合について示します。
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図 20-4

データベース監査証跡への情報の出力の流れ

1. J2EE アプリケーションから DBConnector を経由してデータベースにアクセスする
処理を実行します。
2. データベース監査証跡連携機能がルートアプリケーション情報をパフォーマンスト
レーサから取得します。
3. 取得したルートアプリケーション情報を，コネクションを通じてデータベースに渡し
ます。
4. データベースで情報を処理し，データベース監査証跡の情報としてルートアプリケー
ション情報を出力します。

（2） 前提条件
データベース監査証跡連携機能を使用してデータベース監査証跡に Cosminexus システ
ムの情報を出力するには，次の表に示すデータベース，および DBConnector を使用して
いる必要があります。
表 20-5

データベース監査証跡連携機能を使用できるデータベースと DBConnector

データベース
HiRDB（バージョン
08-02 以降）

使用する DBConnector
HiRDB Type4 JDBC ドライバに対応した次の DB Connector
• DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_XA.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_XA_Cosminexus_RM.rar

J2EE アプリケーションで，DBConnector からデータベースへのアクセスを実装してい
る場合に，そのアクセスが J2EE および Cosminexus の仕様で DBConnector からのア
クセスが許可されているメソッドまたはその延長の処理内であれば，データベース監査
証跡連携機能が動作します。データベース監査証跡連携機能が動作することで，
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Cosminexus システムの情報をデータベース監査証跡に出力できます。
次の場合はデータベース監査証跡連携機能が動作しないため，データベース監査証跡に
Cosminexus システムの情報は出力されません。
• 表 20-5 以外の DBConnector を使用した場合
• データベースが提供している JDBC ドライバから直接コネクションを取得してデータ
ベースにアクセスした場合
• データベースが提供しているデータベース監査証跡機能の API を使用した場合

（3） データベース監査証跡連携機能の設定
データベース監査証跡連携機能を使用するには，次の設定が必要です。
• データベースサーバのデータベース監査証跡機能の有効化
• データベース監査証跡機能に対応した JDBC ドライバの JAR ファイルのパスの設定
• J2EE サーバ単位の設定
設定の詳細については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」のデータベー
ス監査証跡との連携の設定についての説明を参照してください。

20.3.2

データベース監査証跡に出力する情報

ここでは，データベース監査証跡に出力できる Cosminexus システムの情報について説
明します。

（1） 出力する情報
データベース監査証跡連携機能を使用して，データベース監査証跡に出力できる
Cosminexus システムの情報は，ルートアプリケーション情報です。ルートアプリケー
ション情報以外にデータベース監査証跡に出力されている情報は，データベースが出力
した情報です。
データベース監査証跡に出力されるルートアプリケーション情報は，データベースにア
クセスしたリクエストのルートアプリケーション情報です。
また，リクエストの延長で J2EE サーバがデータベースにアクセスする次のような場合
には，リクエストのルートアプリケーション情報が出力されます。
• Entity Bean の CMP を使用し，EJB コンテナ内からデータベースにアクセスした場
合
• コネクションの自動クローズが実行された場合
ただし，リクエストと異なるルートアプリケーション情報が出力される場合，および
ルートアプリケーション情報が出力されない場合もあります。それぞれの場合について
説明します。
リクエストとは異なるルートアプリケーション情報が出力される場合
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リクエストの延長ではないところでデータベースにアクセスした次のような場合，
リクエストとは異なるルートアプリケーション情報が出力されます。
• Message-driven Bean のメッセージ受信側でデータベースにアクセスした場合
ただし，Cosminexus RM の場合，メッセージ送信元のルートアプリケーション情
報と関連づけることもできます。詳細については，マニュアル「Cosminexus
Reliable Messaging」を参照してください。
• Timer Service のコールバックメソッド内でデータベースにアクセスした場合
ルートアプリケーション情報が出力されない場合
次の場合，ルートアプリケーション情報は出力されません。
• コネクション取得前にデータベースにアクセスした場合
• コネクションプールのウォーミングアップのコネクションを取得した場合
• リソースの接続テストをした場合

（2） 出力個所
HiRDB のデータベース監査証跡表の次の列に情報が出力されます。
出力する列名称
PRODUCT_INFO_1
列の型
VARCHAR(255)
出力される情報
ルートアプリケーション情報
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ほかのプログラムとの連携機能

JP1 と連携したシステムの運
用
この章では，JP1 と連携したシステムの運用について説明しま
す。
JP1 と連携して Cosminexus システムを運用することで，
Cosminexus システムを含んだ業務システム全体の監視から問
題の検知，調査対策までの一連の運用を，一貫した操作で効率
良くできるようになります。また，サーバやアプリケーション
の起動・停止を自動化することで，システムの日常運用の効率
化を図れるほか，システムリソースの有効活用もできるように
なります。
なお，この章で説明する JP1 との連携機能は，Management
Server を利用して運用することが前提になります。

21.1 JP1 と連携して実現できる運用
21.2 システムの集中監視（JP1/IM との連携）
21.3 システムの構成定義および管理（JP1/IM - CM との連携）
21.4 ジョブによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 との連携）
21.5 シナリオによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 - SO との連携）
21.6 監査ログの収集および一元管理（JP1/NETM/Audit との連携）
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21.1 JP1 と連携して実現できる運用
業務システムは，Cosminexus によって構築されるアプリケーションサーバ以外にも，
サーバ，ネットワーク，ストレージなどのハードウェアや，Web サーバ，メールサーバ，
データベースなどのソフトウェアなど，さまざまなリソースによって構成されます。業
務システムの運用管理では，これら全体をできるだけ効率良く確実に運用する方法が求
められます。
JP1 は，このような複合的な業務システムの統合運用管理を実現する，日立のミドル
ウェアです。JP1 と連携して実現できる運用を次に示します。これらは，業務システム
の運用形態に応じて，組み合わせて運用できます。なお，JP1 との連携は，J2EE アプリ
ケーションの実行環境，およびバッチアプリケーションの実行環境で使用できます。
● システム全体を対象に，稼働性能を監視したり，障害を調査して対策したりできます
（システムの集中監視）。
● Smart Composer 機能でのシステム構築時にシステムの構成情報を定義したり，定義
したシステムの構成情報を収集したりできます（システムの構成定義および管理）※。
● Cosminexus で管理しているサーバやプロセスの起動／停止を，ジョブを使用して自
動化できます（ジョブによるシステムの自動運転）
。
● Smart Composer 機能で構築したシステムを，シナリオを使用して自動運転できます
（シナリオによるシステムの自動運転）※。
● システムの監査ログを自動で収集して一元管理できます（監査ログの収集／一元管
理）
。
注※
システムの構成定義・管理，およびシナリオを使用した自動運転は，Smart
Composer 機能を使用して構築したシステムが前提となります。Smart Composer 機
能については，マニュアル「Cosminexus

簡易構築・運用ガイド」を参照してくだ

さい。
また，Cosminexus では，Management Server の機能として，JP1 と連携する環境の構
築を支援したり，JP1 と運用管理ポータルを一連の流れの中でスムーズに運用したりす
るための，次の機能を提供しています。
● JP1/IM の統合スコープに表示する監視ツリーの自動生成
● JP1/IM の統合コンソールまたは統合スコープからの Management Server の運用管理
ポータルの直接起動（Windows の場合）
● JP1/AJS2 でジョブを定義するときに使用するカスタムジョブ（Windows の場合）
それぞれの運用管理をするための環境の構築方法については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。
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21.2 システムの集中監視（JP1/IM との連携）
システムの集中監視は，業務システム全体のリソースの状態を監視することで，稼働性
能を把握，調査したり，障害の発生を検知して原因を究明，対策したりできる運用方法
です。JP1/IM と連携することで実現できます。JP1/IM は，企業情報システム全体を統
合管理する基盤になるプログラム群です。JP1/IM でシステムの集中監視をする場合は，
次の 3 種類のプログラムを利用します。
● JP1/IM - Central Console ※（統合コンソール）
システムで発生した事象を JP1 イベントによって集中管理することで，システムの統
合管理を実現するプログラムです。JP1 イベントとは，システムで発生した事象に，
JP1 で管理するための属性を付与された情報です。
JP1/IM - Central Console では，発生した事象に関連するエラーメッセージなどが表
示されるので，事象の詳細を確認できます。
● JP1/IM - Central Scope ※（統合スコープ）
システムを監視するための画面を，管理者の目的に合わせて表示できるようにするこ
とで，目的指向型のシステム監視を実現するプログラムです。
発生した事象の影響範囲が業務単位またはサーバ単位のツリー形式で確認できるので，
影響範囲の切り分けや特定ができます。
● JP1/IM - View（ビューアー）
JP1/IM でシステム運用管理をするときに使用する，監視・操作画面を提供するプロ
グラムです。
統合コンソールおよび統合スコープの操作画面を表示するホストに必要です。
注※

JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central Scope は JP1 Version 7i の製品

です。JP1 Version 8 の場合，この二つの製品は JP1/IM - Manager に統合され，内部
コンポーネントとして提供されています。JP1 Version 8 を使用する場合は，
「JP1/IM
- Central Console」と「JP1/IM - Central Scope」を「JP1/IM - Manager」に置き換
えてお読みください。
JP1/IM のシステムの集中監視の詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/
Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド」，またはマニュアル
「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド」を参
照してください。
また，JP1/IM - CM でシステムの構成定義および管理をする場合については，
「21.3 シ
ステムの構成定義および管理（JP1/IM - CM との連携）
」を参照してください。

21.2.1

システムの集中監視の概要

JP1/IM と連携してシステムを集中監視すると，Cosminexus システムの次の事象を統合
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コンソールと統合スコープのビューアーで監視できるようになります。
● J2EE アプリケーションが開始，停止または実行されたことの通知や，J2EE アプリ
ケーション内で発生した障害を監視できます。
● 論理サーバが開始，停止されたことの通知や，論理サーバで発生した障害を監視でき
ます。
● J2EE アプリケーションやバッチアプリケーション内で出力されたユーザログの情報
を監視できます。
JP1/IM を使用したシステムの集中監視の概要を次に示します。
図 21-1

JP1/IM を使用したシステムの集中監視の概要

1. J2EE サーバ／ Web サーバで障害が発生した場合，その事象が，JP1 統合運用管理
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サーバに通知されます。
2. JP1 統合運用管理サーバから，業務システムの運用管理者に事象が通知されます。
通知方法としては，事象を選別して携帯電話に自動的に通知する設定などができま
す。このような設定をしておくと，運用管理者自身が常にコンソールを監視している
必要がなくなります。
3. 通知を受けた運用管理者が，JP1/IM の統合スコープのビューアーを参照して，事象を
確認します。
統合スコープのビューアーでは，監視ツリーを使用して障害などの影響範囲を確認で
きます。例えば，特定の J2EE サーバで障害が発生している場合，監視ツリーでは，
ツリーのルートノードから該当する J2EE サーバまでのノードが，障害を表す色で表
示されます。このツリーをルートノードからたどれば，障害が発生している J2EE
サーバとその影響範囲をすぐに確認できます。また，その障害によって業務が完全に
停止してしまうのか，またはクラスタ構成によってシステムの停止にはなっていない
のかなどを確認して，緊急性の有無を判断できます。
なお，Cosminexus では，業務指向ツリーとサーバ指向ツリーの 2 種類の監視ツリー
を作成する機能を提供しています。詳細については，
「21.2.3 監視ツリーの自動生
成」を参照してください。
4. 障害が発生した個所を特定したら，該当するノードから統合コンソールを表示して，
エラー情報などを確認します。
5. 障害の原因が Cosminexus システムの設定にあった場合は，統合コンソールから
Cosminexus の運用管理ポータルを表示して，障害の原因に対処します※。
運用管理ポータルが表示される場合は，統合コンソールで選択したイベントに応じ
て，その事象に対処するための画面が直接表示されます。
注※
運用管理ポータルの表示は，Windows の場合だけできます。
Cosminexus では，このような運用を実現するために，次の機能を提供しています。
● JP1/IM で使用する Cosminexus 用の監視ツリーを自動生成する機能（アダプタコマン
ド）
● Cosminexus システムで発生したトラブルを JP1/IM に通知するための JP1 イベントを
発行する機能
● JP1/IM から Management Server の運用管理ポータルを表示する機能（モニタ起動コ
マンド）※
注※
モニタ起動コマンドは Windows の場合だけ使用できます。
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21.2.2

システムの集中監視に必要なプログラム

システムの集中監視は，JP1/IM を中心とした JP1 のプログラム群と，Cosminexus の運
用管理機能を組み合わせて実現します。
JP1/IM と連携してシステムの集中監視をする場合のシステム構成例を次の図に示しま
す。この図では，JP1 Version 7i の場合のシステム構成例を示します。
図 21-2

JP1/IM と連携してシステムの集中監視をする場合のシステム構成例

JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。なお，Cosminexus の運用管理機能に
ついては，「17.
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システムの日常運用」を参照してください。
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表 21-1
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システムの集中監視をするために使用する JP1 プログラムの機能

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Base

JP1/IM の基盤機能を提供します。JP1
イベントの送受信などをするほか，JP1/
IM システムのエージェントとして機能
します。

• J2EE サーバ
• Cosminexus の運用管理サー
バ
• JP1 統合運用管理サーバ

JP1/Cm2/ESA for
Extension Mib Runtime

TCP/IP ネットワークを管理するための
SNMP エージェントです。
Cosminexus をインストールしたサーバ
の OS が Windows の場合に使用します。

• J2EE サーバ

JP1/Cm2/ESA

TCP/IP ネットワークを管理するための
SNMP エージェントです。
Cosminexus をインストールしたサーバ
の OS が UNIX の場合に使用します。

• J2EE サーバ

JP1/IM - Central

統合コンソールです。

• JP1 統合運用管理サーバ

統合スコープです。

• JP1 統合運用管理サーバ

ビューアーです。

• 運用管理クライアント

Console ※
JP1/IM - Central Scope
※

JP1/IM - View

注※

JP1 Version 8 の場合，JP1/IM - Manager の内部コンポーネントとして提供され

ています。

21.2.3

監視ツリーの自動生成

JP1/IM の統合スコープでは，監視ツリーを使用してシステムを監視します。監視ツリー
は，JP1/IM の機能を使用して，自動生成できます。
Cosminexus システムを集中監視する場合，次の 2 種類の監視ツリーが自動生成できま
す。これによって，JP1/IM と連携した Cosminexus システムを含んだシステム全体の障
害監視，稼働性能監視が容易に実現できるようになります。
● 業務指向ツリー
● サーバ指向ツリー
なお，監視ツリーは，運用開始前にあらかじめ自動生成しておきます。
監視ツリーの自動生成の設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」を参照してください。

（1） 業務指向ツリー
業務指向ツリーとは，Cosminexus システム上で稼働している J2EE アプリケーション
を主体に構成されている監視ツリーです。どの業務で問題が発生しているのか，業務の
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視点で障害が監視できるようになります。
業務指向ツリーの構成を次に示します。初期表示は，「Cosminexus 運用管理グループ」
ノードまでが展開された状態になります。
図 21-3

業務指向ツリーの構成

業務指向ツリーの各ノードについて説明します。
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業務指向ツリーのノード
ノード名※ 1 ※ 2

説明

業務

業務指向ツリーのルートノードです。

AJS2 マネージャグループ

JP1/AJS2 用のルートノードです。

Cosminexus 運用管理グループ

Cosminexus 用のルートノードです。

Cosminexus 運用管理ホスト < 運用管理ホス
ト名 >

Cosminexus 運用管理ホストの監視グループです。運
用管理ホストの名称が表示されます。

<Cosminexus 運用管理ドメイン名 >

Cosminexus 運用管理ドメインの監視グループです。
運用管理ドメインの名称が表示されます。

< 業務 J2EE アプリケーション名 > ※ 3

業務に対応する監視グループです。J2EE アプリケー
ション（EAR）のプロパティである Display Name プ
ロパティの値が表示されます。統合スコープから，わ
かりやすい業務名に必要に応じて変更できます。

<Cosminexus 運用管理エージェントホスト名
>

論理サーバが稼働するホストの監視グループです。
Cosminexus の運用管理エージェントが配置されてい
るホストのホスト名が表示されます。

業務サービス

（JP1/IM で管理しているほかの業務指向ツリーと階層
を合わせるためのノードです）
。

Cosminexus 業務サービス

（サーバ指向ツリーを使用する場合に JP1/AJS2 の監視
ノードと区別するためのノードです）
。

論理サーバ監視

Web サーバ※ 3

<Web サーバ名 > 監視 ※ 3

AP サーバ

J2EE サーバ < 論理サーバ名 > 監視

論理サーバに対応する監視グループです。論理サーバ
を監視する Web サーバ，および AP サーバの監視グ
ループは，このノードの下に配置されます。
Web サーバに対応する監視グループです。Web サーバ
を監視するオブジェクトは，このノード下に配置され
ます。
Web サーバの障害監視オブジェクトです。
該当する Web サーバに障害が発生すると，この監視オ
ブジェクトの状態が変わります。
アプリケーションサーバの監視グループです。Web
サーバ以外を監視するオブジェクトは，このノード下
に配置されます。
J2EE サーバまたはバッチサーバの障害監視オブジェ
クトです（バッチサーバの場合も「J2EE サーバ」と
表示されます）
。
J2EE アプリケーションが稼働している J2EE サーバ
の表示名，またはバッチサーバの表示名が表示されま
す。
該当する J2EE サーバまたはバッチサーバで障害が発
生すると，この監視オブジェクトの状態が変わります。
なお，J2EE サーバの場合，該当する J2EE アプリ
ケーションが 1 ホスト内の複数の J2EE サーバに配置
されている場合，この監視オブジェクトは複数生成さ
れます。
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ノード名※ 1 ※ 2
ネーミングサービス < 論理サーバ名
> 監視

※3

スマートエージェント < 論理サーバ
名 > 監視※ 3

CTM ドメインマネジャ名 < 論理サー
バ名 > 監視※ 3

ネーミングサービスの障害監視オブジェクトです。
J2EE サーバに関連するネーミングサービスの表示名
が表示されます。
該当するネーミングサービスに障害が発生すると，こ
の監視オブジェクトの状態が変わります。
スマートエージェントの障害監視オブジェクトです。
同じ監視グループ内の OTS や CTM に関連するスマー
トエージェントの表示名が表示されます。
該当するスマートエージェントに障害が発生すると，
この監視オブジェクトの状態が変わります。
CTM ドメインマネジャの障害監視オブジェクトです。
J2EE サーバに関連する CTM ドメインマネジャの表
示名が表示されます。
該当する CTM ドメインマネジャに障害が発生すると，
この監視オブジェクトの状態が変わります。

CTM< 論理サーバ名 > 監視※ 3

CTM の障害監視オブジェクトです。J2EE サーバに関
連する CTM の表示名が表示されます。
該当する CTM に障害が発生すると，この監視オブ
ジェクトの状態が変わります。

パフォーマンストレーサ < 論理サー
バ名 > 監視

パフォーマンストレーサの障害監視オブジェクトです。
J2EE サーバに関連するパフォーマンストレーサの表
示名が表示されます。
該当するパフォーマンストレーサに障害が発生すると，
この監視オブジェクトの状態が変わります。

SFO サーバ < 論理サーバ名 > 監視※

SFO サーバの障害監視オブジェクトです。SFO サー
バの表示名が表示されます。
該当する SFO サーバで障害が発生すると，この監視
オブジェクトの状態が変わります。

3

J2EE アプリケーション監視※ 3

< 論理サーバ名 ><J2EE アプリケーショ
ン名 > 監視※ 3

ミドル
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説明

J2EE アプリケーションの監視グループです。J2EE
アプリケーションを監視するオブジェクトはこのノー
ドの下に配置されます。
J2EE サーバ内の J2EE アプリケーション監視オブ
ジェクトです。J2EE サーバのサーバ名と J2EE アプ
リケーション名が表示されます。
該当する J2EE サーバ内の J2EE アプリケーションで
障害が発生すると，この監視オブジェクトの状態が変
わります。なお，この監視オブジェクトは，各 J2EE
サーバ内の J2EE アプリケーションの数だけ生成され
ます。
ミドル製品用の監視グループです。ミドル製品のリ
ソースを監視するオブジェクトです。

注※ 1

<

> で囲まれている名称は，環境に応じて設定される名称です。

注※ 2

各ノードの名称は，統合スコープ上で任意の名称に変更できます。

注※ 3

バッチサーバの場合，該当しません。
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（2） サーバ指向ツリー
サーバ指向ツリーとは，サーバマシン（ホスト）を主体に構成されている監視ツリーで
す。どのホストで問題が発生しているのか，ホストの視点で障害が監視できるようにな
ります。
サーバ指向ツリーの構成を次に示します。初期表示は，
「管理ホスト <IM マネージャ >」
ノードまでが展開された状態になります。なお，IM 構成ホストとは，JP1/IM マネジャ
ホストまたはエージェントホストのことです。
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図 21-4

サーバ指向ツリーの構成

（3） 監視ツリー自動生成の処理の流れ
監視ツリーの自動生成処理の流れについて説明します。
JP1/IM - View で表示した統合スコープのビューアーから監視ツリーの自動生成を実行す
ると，JP1/IM から JP1/Base を介してアダプタコマンドが実行されます。アダプタコマ
ンドとは，監視ツリーの自動生成に使用する定義情報を収集するために，JP1/Base に
よって実行されるコマンドです。あらかじめ JP1/Base に登録しておく必要があります。
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Cosminexus システムに対してアダプタコマンドが実行されると，Cosminexus 運用管理
コマンド（mngsvrutil）が実行されます。J2EE アプリケーションを実行しているシス
テムでは，J2EE アプリケーションや J2EE サーバ，Web サーバなどの構成情報が取得
されます。バッチアプリケーションを実行しているシステムでは，バッチサーバ，パ
フォーマンストレーサなどの構成情報が取得されます。
JP1/IM では，それぞれのアダプタコマンドによって取得された情報を基に，監視ツリー
の自動生成が実行されます。

21.2.4 統合機能メニューからの運用管理ポータルの表示
（Windows の場合）
この機能は Windows の場合だけ使用できます。
JP1/IM では「統合機能メニュー」画面を提供しています。この画面には，JP1/IM と連
携するプログラムの一覧が表示されます。それぞれのプログラムは，
「統合機能メ
ニュー」から起動できます。
JP1/IM と連携すると，Cosminexus の運用管理ポータル画面が「統合機能メニュー」画
面から表示できるようになります。運用管理ポータル画面は，自動ログインを設定して
いるかによって，次のどちらかの画面が表示されます。
● 運用管理ポータルへのログイン画面
自動ログインを設定していない場合に表示されます。
● 運用管理ポータル
自動ログインを設定している場合に表示されます。
自動ログインの設定は，JP1/IM 連携用モニタ起動設定ファイル（.mngsvrmonitorrc）
で設定します。Cosminexus モニタ起動コマンドのセットアップについては，マニュア
ル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。また，統合機能メニュー
の詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager
システム構築・運用ガイド」
，またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Integrated
Manager - Console システム構築・運用ガイド」を参照してください。

21.2.5

障害の監視の仕組み

JP1/IM の統合コンソールと統合スコープを使用して，Cosminexus システムで発生した
障害を監視します。

（1） 障害の監視の仕組み
統合コンソールおよび統合スコープを使用することで，Cosminexus システム以外の要
因で発生した障害も同じ画面で確認できるようになり，障害の影響範囲も特定しやすく
なります。さらに，Windows の場合は，Cosminexus システムで発生した障害の，調査
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および対処をするとき，障害の内容に応じた Cosminexus の運用管理ポータル画面を，
統合コンソールまたは統合スコープから直接表示できます。
JP1/IM と連携して障害を監視する場合は，次の準備が必要です。
JP1/IM と連携して障害監視をするために必要な準備
• Cosminexus システムで発生する，どのようなエラーやインフォメーション情報
を JP1/IM で監視したいのかを決めて，Cosminexus の運用管理ポータル（
「JP1
連携の設定」画面）から定義しておきます（JP1 イベントのフィルタリング設
定）
。
• Cosminexus システムが出力するメッセージごとの重要度や，どのメッセージを
JP1 イベント発行対象にするかを運用方法に合わせて決定して，運用管理ポータ
ル（論理サーバの環境設定）またはメッセージマッピング定義ファイルで設定，
編集します。設定，編集は任意です。運用管理ポータル（論理サーバの環境設定）
については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくださ
い。メッセージマッピング定義ファイルの詳細については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
• 統合スコープを使用した障害監視をする場合は，監視ツリーを生成しておきます。
JP1/IM の統合スコープに表示する監視ツリーは，各ホストの JP1/Base によって
収集されて JP1 統合運用管理サーバに集められた情報を基に自動生成されます。
なお，統合コンソールだけを使用する場合は，監視ツリーの生成は不要です。
JP1/IM と連携した障害監視処理の流れを次の図に示します。
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JP1/IM と連携した障害監視処理の流れ

1. Cosminexus システムで発生したトラブルに関する障害情報は，JP1/Base を経由し
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て，JP1 イベントとして JP1 統合運用管理サーバの JP1/IM に通知されます。
• J2EE サーバで発生したトラブルに関する障害情報は，J2EE サーバホスト内の
JP1/Base を経由して JP1 統合運用管理サーバに発行されます。
• J2EE サーバ以外の論理サーバ（Web サーバやネーミングサービスなど）で発生し
たトラブルに関する障害情報は，運用管理エージェントによって Cosminexus の運
用管理サーバに収集されます。その後，運用管理サーバの JP1/Base を経由して，
JP1 統合運用管理サーバに発行されます。
なお，障害情報には，通知メッセージや J2EE アプリケーションで出力されたユーザ
ログのメッセージなども含まれます。
2. J2EE サーバ，バッチサーバ，または Cosminexus の運用管理サーバから JP1 イベン
トを受け取った JP1 統合運用管理サーバの JP1/IM によって，次のような処理が実行
されます。
• JP1/IM の自動アクション機能を使って運用管理者への通知を設定している場合は，
トラブルが発生したことが運用管理者に通知されます。
• 統合スコープの監視ツリーの状態が変化します。例えば，Web サーバや J2EE サー
バなど，業務に依存しない論理サーバレベルの障害の場合はすべての業務を対象に
する該当論理サーバオブジェクトの状態が変化します。また，業務レベルの障害の
場合は，該当する J2EE アプリケーションの監視オブジェクトの状態が変化しま
す。
3. 通知を受け取った運用管理者は，統合コンソールや統合スコープから障害に対処しま
す。
障害の影響範囲を特定したい場合は，統合スコープを確認します。統合スコープに
は，障害の影響範囲が明示された監視ツリーが表示されます。また，詳細な障害の内
容を知りたい場合は，統合コンソールを確認します。統合コンソールには，エラー
メッセージなどが表示されます。さらに，Windows の場合，Cosminexus システムで
障害の原因究明や対策が必要なときは，Management Server の運用管理ポータルの
該当画面を表示して，調査や対策を実施します。
JP1 イベントとして発行される Cosminexus システムの障害情報を次に示します。
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JP1 イベントとして発行される Cosminexus システムの障害情報

イベントの種類

説明

Cosminexus 運用管理システム
JP1 イベント

Management Server が出力した通知・障害メッセージを JP1 イベン
トに変換したものです。変換は，メッセージマッピングファイルで指
定したルールに従って実行されます。
主な内容は，J2EE サーバ，バッチサーバ，Web サーバ，ネーミング
サービス，CTM などの論理サーバでプロセス停止レベルの障害が発
生した時や，各サーバが起動または停止した時の通知メッセージで
す。
発行される JP1 イベントの ID は，00012000 〜 0001207F（未割当
ての ID あり）です。詳細については，マニュアル「Cosminexus
リファレンス 定義編」を参照してください。
なお，Management Server の起動中に出力されるメッセージについ
ては，JP1 イベントが発行されない場合があります。

J2EE サーバシステム JP1 イベ
ント

J2EE サーバまたはバッチサーバが出力した通知・障害メッセージを
JP1 イベントに変換したものです。変換は，メッセージマッピング
ファイルで指定したルールに従って実行されます。
発行される JP1 イベントの ID は，00012080 〜 000120CF（未割当
ての ID あり）です。詳細については，マニュアル「Cosminexus
リファレンス 定義編」を参照してください。
なお，Management Server の起動中に出力されるメッセージについ
ては，JP1 イベントが発行されない場合があります。

J2EE サーバユーザ JP1 イベン
ト

J2EE アプリケーションが，ユーザログ出力機能※によって出力した
通知・障害メッセージを JP1 イベントに変換したものです。

注※

ユーザログ出力機能については，
「18.3

アプリケーションのユーザログ出力」を参照してく

ださい。

（2） 運用管理ポータルの表示のされ方（Windows の場合）
統合コンソールまたは統合スコープからは，次のようにして運用管理ポータルの画面が
表示されます。なお，統合コンソールまたは統合スコープからの，運用管理ポータル画
面の表示は Windows の場合だけできます。
● ログイン方法の設定
統合コンソールまたは統合スコープから運用管理ポータルを表示する場合，自動ログ
インするか，ログイン画面を表示して手動ログインするかを選択できます。自動ログ
インをするためには，あらかじめ設定ファイル（.mngsvrmonitorrc）に管理ユーザの
ユーザ ID とパスワードを指定しておく必要があります。ファイルの指定方法につい
ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

● 論理サーバに障害が発生した場合に表示される画面
J2EE サーバ，バッチサーバ，Web サーバなどの論理サーバレベルの障害が発生した
場合は，次に示す状態の「論理サーバの稼働状況」画面が表示されます。
• ツリーペインには，サーバビューが表示されます。ツリーは，障害が発生した論理
サーバまで展開された状態で表示されます。ただし，論理サーバを特定できない障
害（一括起動操作に関する障害など）が発生している場合は，ツリーは展開されま
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せん。
• ボディペインには，ツリーペインのドメインを選択した場合に表示される「論理
サーバの稼働状況」画面が表示されます。
● J2EE アプリケーションに障害が発生した場合に表示される画面
J2EE アプリケーションで障害が発生した場合は，次に示す状態の「論理サーバのア
プリケーション管理」画面が表示されます。
• ツリーペインのツリーは，障害が発生した J2EE アプリケーションが稼働している
J2EE サーバまで展開された状態で表示されます。
• ボディペインには，J2EE サーバ下のアプリケーションを選択した場合に表示され
る「J2EE アプリケーションの開始／停止」画面が表示されます。
● そのほかの障害が発生した場合に表示される画面
Management Server の障害など，サーバや J2EE アプリケーション以外の障害が発
生した場合は，
「運用管理ポータル」画面が表示されます。
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21.3 システムの構成定義および管理（JP1/IM
- CM との連携）
システムの構成定義および管理では，システム構築時にシステム構成を定義したり，定
義したシステムについて，リソースやシステム構成に関する情報を集約して管理したり
します。JP1/IM と連携することで実現します。
JP1/IM でシステムの構成定義および管理をするには，JP1/IM - CM を利用します。JP1/
IM - CM は，業務システムをユーザの視点で運用管理することを目的として，システム
構成を定義したり，定義した構成情報を管理したりするためのプログラムです。システ
ム全体に散在する各種リソースの情報を集中して管理することで，システム構成に関す
る情報を統合管理できます。
JP1/IM - CM と連携できるのは，Cosminexus で提供する Smart Composer 機能を使用
してシステムを構築する場合だけです。Smart Composer 機能については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
また，JP1/IM - CM は，JP1/IM - Manager（JP1 Version 8 の場合）または JP1/IM Central Console（JP1 Version 7i の場合），および JP1/IM - View の使用が前提となりま
す。JP1/IM - Manager または JP1/IM - Central Console，および JP1/IM - View につい
ては，「21.2 システムの集中監視（JP1/IM との連携）
」を参照してください。
JP1/IM - CM の詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/Integrated
Management - Central Information Master システム構築・運用ガイド」
，またはマニュ
アル「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Central Information Master システ
ム構築・運用ガイド」を参照してください。

21.3.1

システムの構成定義および管理の概要

Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合，JP1/IM - CM と連携できま
す。JP1/IM - CM を使用すると，システム構成を，GUI を使用してビジュアルに定義で
きます。JP1/IM - CM で定義したシステムの構成情報は，JP1/IM - CM のエクスポート
機能を使用することで，Smart Composer 機能で使用する XML ファイルとして出力でき
ます。
JP1/IM - CM を使用したシステムの構成定義および管理の概要を次に示します。
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図 21-6

JP1/IM - CM を使用したシステムの構成定義および管理の概要

JP1 統合運用管理サーバにインストールされた JP1/IM - CM を使用して，構築するシス
テムの構成を定義します。定義したシステム構成情報は，JP1/IM - CM で管理されます。
Smart Composer 機能で Web システムを構築するときには，JP1/IM - CM で定義した構
成情報をファイルに出力して利用します。

21.3.2

システムの構成定義および管理に必要なプログラム

システムの構成定義および管理は，JP1/IM を中心とした JP1 のプログラム群と，
Cosminexus の運用管理機能を組み合わせて実現します。
JP1/IM - CM と連携してシステムの構成定義および管理をする場合のシステム構成例を
次の図に示します。
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JP1/IM - CM と連携してシステムの構成定義および管理をする場合のシステム
構成例

JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。なお，Cosminexus の運用管理機能に
ついては，「17.
表 21-4

システムの日常運用」を参照してください。

システムの構成定義および管理をするために使用する JP1 プログラムの機能

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Base

JP1/IM の基盤機能を提供します。JP1
イベントの送受信などをするほか，JP1/
IM システムのエージェントとして機能
します。

• Cosminexus の運用管理サー
バ
• JP1 統合運用管理サーバ

JP1/IM - Central

統合コンソールです。

• JP1 統合運用管理サーバ

JP1/IM - CM

システム構成に関する情報を定義した
り，管理したりする機能を提供します。

• JP1 統合運用管理サーバ

JP1/Cm2/NC - Manager

負荷分散機から構成情報を取得して，取
得した構成情報を一元管理します。

• Cosminexus の運用管理サー
バ

Console ※
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JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Cm2/NC - Manager
for Cosminexus

JP1 と Cosminexus が連携して，
Cosminexus から負荷分散機を制御する
機能を提供します。

• Cosminexus の運用管理サー
バ

JP1/IM - View

ビューアーです。

• 運用管理クライアント

注※

21.3.3

JP1 Version 8 の場合，JP1/IM - Manager の内部コンポーネントとして提供されています。

Smart Composer 機能での Web システム構築

JP1/IM - CM と連携すると，Smart Composer 機能でのシステム構築時に，GUI を使用
してビジュアルにシステム構成を定義できます。また，JP1/IM - CM では，定義した構
成情報を XML 形式のファイルでエクスポートできます。出力した XML ファイルは，
Smart Composer 機能で使用する簡易構築定義ファイルとして利用できます。簡易構築
定義ファイルとは，Web システムの構成について定義したファイルです。JP1/IM - CM
との連携で，Smart Composer 機能を使用したシステム構築がより簡単になります。
JP1/IM - CM と Smart Composer 機能を使用したシステム構築の流れを次の図に示しま
す。
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JP1/IM - CM と Smart Composer 機能を使用したシステム構築の流れ

1. JP1/IM - CM でシステムの構成を定義します。
Cosminexus 用のシステム構成を定義する方法については，マニュアル「JP1 Version
8 JP1/Integrated Management - Central Information Master システム構築・運用ガ
イド」
，またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Central
Information Master

システム構築・運用ガイド」を参照してください。

2. JP1/IM - CM のエクスポート機能を使用して，Cosminexus Smart Composer 用ファイ
ルを出力します。
JP1/IM - CM のコマンドを使用して，定義情報を XML 形式のファイルでエクスポー
トします。出力した Cosminexus Smart Composer 用ファイルは，Smart Composer
機能の簡易構築定義ファイルとしてそのまま利用できます。
3. Smart Composer 機能で提供するコマンドを使用して，システムを構築します。
Smart Composer 機能で提供するコマンドを使用して，次の操作を実施します。
• JP1/IM - CM で出力した Cosminexus Smart Composer 用ファイル（以降，簡易構
築定義ファイル）に，抽象パラメタを展開します。
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• 抽象パラメタ展開済みの簡易構築定義ファイルの情報から，Cosminexus の運用管
理サーバ上の Management Server に Web システムの情報モデルを生成します。
• Management Server 上の情報モデルを基に Web システムを構築します。
• Web システムに J2EE アプリケーションおよび DB Connector をデプロイします。
Smart Composer 機能で提供するコマンドや Smart Composer 機能を使用したシステム
の構築方法については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照して
ください。

21.3.4

Web システムの構成情報の収集

JP1/IM - CM では，定義したシステムの構成情報を管理します。Smart Composer 機能
を使用してシステム構成を変更すると，Management Server では，JP1/IM - CM で管理
する構成情報との整合性を保つため，システムの構成変更を自動通知する JP1 イベント
を発行します。これによって，JP1/IM - CM では常に最新のシステム構成を管理できる
ようになります。
Web システムの構成変更時の情報収集について，次の図に示します。この図では，サー
ビスユニット 2 をスケールアウトしたときの構成変更情報の収集を例にしています。
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Web システムの構成変更時の情報収集

1. Smart Composer 機能のコマンドを使用して，サービスユニット 2 を追加して，Web
システムをスケールアウトします。
2. 1. のコマンド実行によって，JP1 統合運用管理サーバに JP1 イベントが発行されま
す。
Smart Composer 機能のサービスユニット追加コマンドの実行が契機になって，
Management Server から JP1 統合運用管理サーバに対して，Web システムの構成変
更が自動通知されます。
3. ユーザは 2. の JP1 イベントの発行を受けて，JP1/IM - CM で管理している Web シス
テムの構成情報を収集します。
4. Management Server は，Smart Composer 機能で構築した Web システムの最新の構
成情報を返します。
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21.4 ジョブによるシステムの自動運転（JP1/
AJS2 との連携）
システムの自動運転は，サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあら
かじめ定義しておくことで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省略化を図る運
用方法です。JP1/AJS2 と連携することでジョブによるシステムの自動運転が実現できま
す。
JP1/AJS2 は，日々の業務の中から，定型的・定期的なものを自動化して，システム運用
に掛かるコストを削減し，少ない人員で確実な運用を実現するためのプログラム群です。
JP1/AJS2 では，システム運用の各作業を，ジョブとして扱います。ジョブは，コマン
ド，シェルスクリプト，バッチファイルなどの集まりに対応します。また，ジョブの実
行順序を関連づけたものを，ジョブネットといいます。
JP1/AJS2 は，次の 3 種類のプログラムで構成されています。
● JP1/AJS2 - Manager
ジョブネットやスケジュールの定義を保存して，ジョブネットの実行を管理するプロ
グラムです。ジョブの実行時には，実行するジョブを JP1/AJS2 - Agent に転送し，実
行状況，実行結果の情報を受け取ります。エージェントとしてジョブの実行もできま
す。
● JP1/AJS2 - Agent
ジョブを実行するためのプログラムです。JP1/AJS2 - Manager から転送されたジョ
ブを実行します。
● JP1/AJS2 - View
GUI を使って JP1/AJS2 を操作するためのプログラムです。JP1/AJS2 - Manager に
接続して，ジョブネットの定義や操作，実行状況や結果の表示などをします。
JP1/AJS2 の詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2
解説」を参照してください。
また，シナリオによる JP1/AJS2 - SO と連携したシステムの自動運転については，
「21.5
シナリオによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 - SO との連携）
」を参照してくださ
い。

21.4.1

ジョブによるシステムの自動運転の概要

JP1/AJS2 と連携してシステムを自動運転すると，Cosminexus システム内の論理サーバ
および J2EE アプリケーションの計画的な一括開始や一括停止ができるようになります。
夜間に実行するバッチ処理，曜日によって異なる業務の切り替え，月末だけに実行する
業務などをあらかじめスケジュール定義しておくことで，システムリソースを計画的に
確保して，有効活用できるようになります。
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（1） JP1/AJS2 を使用したシステムの自動運転
JP1/AJS2 を使用したシステムの自動運転を次に示します。
図 21-10 JP1/AJS2 を使用したシステムの自動運転の概要

Cosminexus システムの運用を自動化するためには，まず，J2EE アプリケーションの開
始や停止などの処理の一つ一つをジョブとして定義して，それらの実行順序をジョブ
ネットとして定義します。Cosminexus システムの場合，ジョブとして，Management
Server のコマンドである mngsvrutil コマンドを 1 実行単位で定義します。次に，運用
計画に従って，ジョブネットごとに開始曜日や時刻などのスケジュールを設定して，JP1
ジョブ運用管理サーバの JP1/AJS2 に登録します。例えば，Web サーバと J2EE アプリ
ケーション「AP1」「AP2」の起動と停止を，それぞれ AM8:00 と PM5:00 に定義しま
す。設定した時刻になると，JP1/AJS2 によって，ジョブとして定義した mngsvrutil コ
マンドが実行されます。
また，JP1/IM と連携しておけば，JP1/AJS2 によって自動実行されたジョブに異常が発
生した場合に，運用管理者の携帯電話などに通知する運用もできます。
なお，Windows の場合，Cosminexus では，このような運用を実現するために，カスタ
ムジョブの提供による，ジョブ定義支援機能を提供しています。
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（2） JP1/AJS2 を使用したバッチアプリケーションの自動実行
バッチアプリケーションは，Cosminexus で構築するバッチサーバ上でも実行できます。
バッチサーバで動作するバッチアプリケーションは，Cosminexus で提供するバッチ実
行コマンドで開始します。バッチ実行コマンドを JP1/AJS2 のジョブとして定義するこ
とで，バッチアプリケーションの自動実行が実現します。
JP1/AJS2 を使用したバッチアプリケーションの自動実行を次の図に示します。
図 21-11

JP1/AJS2 を使用したバッチアプリケーションの自動実行の概要

また，JP1/AJS2 では，BJEX と連携することもできます。BJEX と連携する場合は，
JP1/AJS2 のジョブとして，BJEX のバッチジョブの実行コマンドを定義する必要があり
ます。ジョブの定義については，「15.1

バッチアプリケーションの実行方法」を参照し

てください。

21.4.2

ジョブによるシステムの自動運転に必要なプログラ
ム

システムの自動運転は，JP1/AJS2 を中心とした JP1 のプログラム群と，Cosminexus
の運用管理機能を組み合わせて実現します。
JP1/AJS2 と連携してシステムの自動運転をする場合のシステム構築例を，J2EE サーバ
の場合とバッチサーバの場合に分けて説明します。

（1） J2EE サーバの場合
J2EE アプリケーション実行環境で，システムを自動運転する場合のシステムの構成例を
次の図に示します。
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図 21-12 JP1/AJS2 と連携してシステムの自動運転をする場合のシステム構築例（J2EE
サーバの場合）

それぞれの図中の JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。なお，Cosminexus
の管理機能については，
「17.
表 21-5

システムの日常運用」を参照してください。

システムの自動運転をするために使用する JP1 プログラムの機能（J2EE サー
バの場合）

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Base

JP1/AJS2 の基盤機能を提供します。ユーザ権限
の管理や JP1 イベントの送受信をします。

• Cosminexus の運用管理
サーバ
• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - Agent

JP1/AJS2 のエージェントです。JP1/AJS2 Manager から転送されたジョブを実行します。

• Cosminexus の運用管理
サーバ

JP1/AJS2 Manager

JP1/AJS2 のマネジャです。

• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - View

GUI を使って JP1/AJS2 を操作するための画面
を提供します。JP1/AJS2 - Manager に接続し
て，ジョブネットの定義や操作，実行状況や結
果の表示などをします。

• 運用管理クライアント

（2） バッチサーバの場合
バッチアプリケーション実行環境で，システムを自動運転する場合のシステムの構成例
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を次の図に示します。
図 21-13 JP1/AJS2 と連携してシステムの自動運転をする場合のシステム構築例（バッ
チサーバの場合）

それぞれの図中の JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。なお，Cosminexus
の管理機能については，「17.
表 21-6

システムの日常運用」を参照してください。

システムの自動運転をするために使用する JP1 プログラムの機能（バッチサー
バの場合）

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Base

JP1/AJS2 の基盤機能を提供します。ユーザ権限
の管理や JP1 イベントの送受信をします。

• バッチサーバ
• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - Agent

JP1/AJS2 のエージェントです。JP1/AJS2 Manager から転送されたジョブを実行します。

• バッチサーバ

JP1/AJS2 Manager

JP1/AJS2 のマネジャです。

• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - View

GUI を使って JP1/AJS2 を操作するための画面
を提供します。JP1/AJS2 - Manager に接続し
て，ジョブネットの定義や操作，実行状況や結
果の表示などをします。

• 運用管理クライアント
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BJEX と連携する場合は，BJEX をバッチサーバに配置してください。なお，BJEX は
AIX の場合だけ使用できます。

21.4.3

カスタムジョブによるジョブの定義（Windows の場
合）

JP1/AJS2 では，運用に使用するコマンド，バッチファイルなどをジョブとして定義し
て，それぞれのジョブの実行順序を関連づけることで，システム運用を自動化します。
Windows の場合，ジョブを定義する際にカスタムジョブを使用すると，直接コマンドや
バッチファイルをジョブに指定するのに比べて，容易，かつ間違いなく定義できます。
カスタムジョブとは，JP1/AJS2 以外のプログラムと JP1/AJS2 が連携するジョブを定義
する場合に，目的のジョブを容易に作成するために使用できるジョブのテンプレートで
す。
Cosminexus では，次の 2 種類のカスタムジョブを提供しています。
● 論理サーバ制御用カスタムジョブ
● アプリケーション制御用カスタムジョブ
これらのカスタムジョブを使用すると，GUI 操作で Cosminexus 用のジョブが定義でき
ます。
Cosminexus が提供するカスタムジョブによるシステムの自動運転の設定については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。また，カスタム
ジョブを定義する場合の JP1/AJS2 - View の操作方法については，マニュアル「JP1/
Automatic Job Management System 2 操作ガイド」を参照してください。
なお，カスタムジョブは Windows の場合だけ使用できます。このため，UNIX の場合
は，JP1/AJS2 - View で，運用に使用するコマンドやバッチファイルなどを，ジョブと
して定義する必要があります。ジョブの定義方法については，マニュアル「Cosminexus
システム構築ガイド」を参照してください。

（1） 論理サーバ制御用カスタムジョブ
論理サーバの起動，停止を制御するジョブを定義するためのカスタムジョブです。監視
時間の設定もできます。起動できる論理サーバは，次のとおりです。
● パフォーマンストレーサ
● スマートエージェント
● ネーミングサービス
● CTM ドメインマネジャ
● CTM
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● J2EE サーバ
● バッチサーバ
● Web サーバ

（2） アプリケーション制御用カスタムジョブ
J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，および J2EE リソースアダプタの
起動，停止を制御するジョブを定義するためのカスタムジョブです。監視時間の設定も
できます。

21.4.4

論理サーバおよび J2EE アプリケーションの起動と
停止の自動化の仕組み

JP1/AJS2 で定義したジョブおよびジョブネットを使用して，論理サーバと J2EE アプリ
ケーションの起動と停止の運用を自動化します。
自動化した場合の処理の流れを次の図に示します。
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図 21-14 論理サーバおよび J2EE アプリケーションの起動と停止を自動化した場合の処
理の流れ

1. ジョブネットで設定した時間になると，ジョブに定義した論理サーバや J2EE アプリ
ケーションの起動または停止を実行するためのコマンドとパラメタが，JP1/AJS2 Manager から各ホストの JP1/AJS2 - Agent に送信されます。
2. ジョブの実行指示を受け取った JP1/AJS2 - Agent は，ジョブに定義されていた
Cosminexus の運用管理コマンド（mngsvrutil）を実行して，Management Server に
処理を要求します。なお，JP1/AJS2 - Agent の処理は，要求が完了したところで終了
します。
3. Management Server は，各ホストの運用管理エージェントに対して，処理の実行を要
求します。
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4. 運用管理エージェントによって，要求された処理が実行されます。
Cosminexus 運用管理コマンド（mngsvrutil）の機能については，マニュアル
「Cosminexus
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21.5 シナリオによるシステムの自動運転
（JP1/AJS2 - SO との連携）
システムの自動運転は，サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあら
かじめ定義しておくことで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省略化を図る運
用方法です。JP1/AJS2 - SO と連携することで，シナリオによるシステムの自動運転が
実現できます。
JP1/AJS2 - SO は，運用環境に合わせたジョブを展開するためのシナリオテンプレート
を作成するためのプログラムです。シナリオテンプレートは，JP1/AJS2 のカスタムジョ
ブをより汎用化したものです。
シナリオによるシステムの自動運転をする場合は，Smart Composer 機能を使用して構
築したシステムが前提となります。Cosminexus では，Smart Composer 機能で使用す
るためのシナリオテンプレートを提供しています。シナリオテンプレートを組み合わせ
ることで，Smart Composer 機能を使用して構築したシステムの自動運転を定義できま
す。
なお，ジョブによる JP1/AJS2 と連携したシステムの自動運転については，
「21.4 ジョ
ブによるシステムの自動運転（JP1/AJS2 との連携）
」を参照してください。

21.5.1

シナリオによるシステムの自動運転の概要

Cosminexus では，Smart Composer 機能のコマンドを定義したシナリオテンプレート
を提供しています。JP1/AJS2 - SO では，シナリオテンプレートを組み合わせて，シス
テムを自動運転するためのシナリオを作成します。
Cosminexus で提供するシナリオテンプレートでは，例えば，次のような運用ができま
す。
● Web システムの計画的な一括起動および一括停止
Web システムを決まった時間に一括起動したり，一括停止したりする，日常運用がで
きます。
● サービスユニット内の J2EE アプリケーションやリソースアダプタの更新
Web システムのメンテナンスなどの場合に，J2EE アプリケーションやリソースアダ
プタを更新できます。
● Web システムのスケールアウトおよびスケールイン
Web システムのスケールアウトとは，システム全体の処理性能を向上させるために
サーバの台数を増やすことをいいます。また，Web システムのスケールインとは，シ
ステムの規模を縮小するためにサーバの台数を減らすことをいいます。スケールアウ
トによって Web システムにサービスユニットを追加したり，スケールインによって
Web システムからサービスユニットを削除したりできます。
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21.5.2

シナリオによるシステムの自動運転に必要なプログ
ラム

シナリオによるシステムの自動運転は，JP1/AJS2 および JP1/AJS2 - SO を中心とした
JP1 のプログラム群と，Cosminexus の運用管理機能を組み合わせて実現します。
JP1/AJS2 および JP1/AJS2 - SO と連携してシステムの自動運転をする場合のシステム
構築例を次の図に示します。
図 21-15 JP1/AJS2 および JP1/AJS2 - SO と連携してシステムの自動運転をする場合の
システム構築例

JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。なお，Cosminexus の管理機能につい
ては，「17.
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シナリオによるシステムの自動運転をするために使用する JP1 プログラムの機
能

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ／
クライアント

JP1/Base

JP1/AJS2 の基盤機能を提供します。ユーザ権限
の管理や JP1 イベントの送受信をします。

• アプリケーションサーバ
• Cosminexus の運用管理
サーバ
• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - Agent

JP1/AJS2 のエージェントです。JP1/AJS2 Manager から転送されたジョブを実行します。

• Cosminexus の運用管理
サーバ

JP1/AJS2 Manager

JP1/AJS2 のマネジャです。

• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - View

GUI を使って JP1/AJS2 を操作するための画面
を提供します。JP1/AJS2 - Manager に接続し
て，ジョブネットの定義や操作，実行状況や結
果の表示などをします。

• 運用管理クライアント

JP1/AJS2 - SO
Manager

シナリオテンプレートやシナリオの定義を保存
します。JP1/AJS2 - Manager と接続してシナリ
オを JP1/AJS2 のジョブネットとして登録しま
す。

• JP1 ジョブ運用管理サーバ

JP1/AJS2 - SO
View

GUI を使って JP1/AJS2 - SO を操作するための
画面を提供します。JP1/AJS2 - SO Manager に
接続して，シナリオテンプレートやシナリオの
定義・操作，シナリオの監視などをします。

• 運用管理クライアント

21.5.3

シナリオテンプレートによるシナリオの定義

JP1/AJS2 - SO では，運用手順をコマンドなどの機能的な概念で定型化したシナリオテ
ンプレートを作成します。Cosminexus では，Web システムの自動運転を実現するため
に，Smart Composer 機能のコマンドを定義したシナリオテンプレートを提供していま
す。シナリオテンプレートを利用して，JP1/AJS2 - SO でシナリオを作成することで，
Web システム全体の運用を自動化します。
シナリオは，シナリオテンプレートを組み合わせて作成します。シナリオの作成方法に
ついては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario
Operation」を参照してください。
なお，Cosminexus のシナリオテンプレートを使用するには，シナリオテンプレート定
義ファイルを JP1/AJS2 - SO に組み込む必要があります。組み込みについては，マニュ
アル「JP1/Automatic Job Management System 2 - Scenario Operation」を参照してく
ださい。Cosminexus 用のシナリオテンプレート定義ファイルについては，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
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21.6 監査ログの収集および一元管理（JP1/
NETM/Audit との連携）
JP1/NETM/Audit を使用して，Cosminexus のアプリケーションサーバ，運用管理サー
バ，連携する日立オープンミドルウェア製品などが出力した監査ログを自動で収集でき
ます。また，JP1/NETM/Audit に組み込まれているデータベースを使用して，収集した
監査ログを一元管理できます。

21.6.1

監査ログの収集および一元管理の概要

ここでは，JP1/NETM/Audit を使用した監査ログの収集，および一元管理の概要を説明
します。JP1/NETM/Audit を使用した監査ログの収集，および一元管理の例を次の図に
示します。
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図 21-16 JP1/NETM/Audit を使用した監査ログの収集・一元管理の例

この例では，複数のアプリケーションサーバと運用管理サーバがそれぞれのローカル
ディスクに出力した監査ログを，監査ログ管理サーバで自動収集しています。また，監
査ログ管理サーバに収集された監査ログを，監査ログ管理サーバが提供するデータベー
スで一元管理しています。監査ログの収集，および一元管理の概要を次に示します。
監査ログの収集
監査ログを収集するサーバを，監査ログ管理サーバといいます。JP1/NETM/Audit
を使用すると，それぞれのアプリケーションサーバで出力された監査ログを，監査
ログ管理サーバで自動収集できます。収集された監査ログは，監査ログ管理サーバ
のデータベースで一元管理されます。
監査ログは，次のタイミングで自動収集されます。
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• 指定した日時に定期的に収集
• イベントデータベースの切り替え時に自動収集
それぞれの収集方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照し
てください。
監査ログの一元管理
JP1/NETM/Audit は，監査ログを一元管理するデータベースを提供します。この
データベースを，監査ログ管理データベースといいます。監査ログ管理データベー
スを使用して収集した監査ログを一元管理すると，収集した監査ログの検索，集計，
結果の出力などができるようになります。
JP1/NETM/Audit を使用した監査ログの一元管理の詳細は，マニュアル「JP1/
NETM/Audit」を参照してください。

21.6.2

監査ログの収集および一元管理に必要なプログラム

監査ログの収集および一元管理は，JP1/NETM/Audit を中心とした JP1 のプログラム群
と Cosminexus で実現します。JP1/NETM/Audit と連携して監査ログの収集および一元
管理をする場合のシステム構成例を次に示します。
図 21-17 JP1/NETM/Audit と連携して監査ログの収集および一元管理をする場合のシス
テム構成例

JP1 の各プログラムの主な機能を次に示します。
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監査ログの収集および一元管理をするために使用する JP1 プログラムの機能

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ

JP1/NETM/Audit

JP1/Base と連携して，アプリ
ケーションサーバが出力する監
査ログを収集します。また，収
集した監査ログを監査ログ管理
サーバのデータベースで一元管
理します。

• 監査ログ管理サーバ

JP1/Base

出力された監査ログを，JP1 イ
ベントとして送受信します。

• 監査ログ管理サーバ
• アプリケーションサーバ
• 運用管理サーバ
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携したシステムの運用
この章では，クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用
について説明します。
Cosminexus では，Microsoft Cluster Service または HA モニ
タと連携したシステムの運用をサポートしています。
なお，クラスタソフトウェアについては，Microsoft Cluster
Service のマニュアル，またはマニュアル「高信頼化システム
監視機能 HA モニタ」もあわせて参照してください。

22.1 クラスタソフトウェアと連携して実現できる運用
22.2 クラスタソフトウェアと連携するための前提条件
22.3 実行系と待機系を 1:1 で運用するシステム（1:1 系切り替えシステム）
22.4 相互スタンバイで運用するシステム（相互系切り替えシステム）
22.5 待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステム（N:1 リカバリ
システム）
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22.1 クラスタソフトウェアと連携して実現で
きる運用
クラスタソフトウェアとは，システムの信頼性および稼働率の向上を目的とした，サー
バプログラムを含めたシステムの切り替えを実現するプログラムです。Cosminexus で
は，次に示すクラスタソフトウェアと連携できます。
• Microsoft Cluster Service
Windows の場合に使用するクラスタソフトウェアです。使用できる OS は次のとおり
です。
• Windows Server 2003 Enterprise Edition
• Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
• Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
• Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
• HA モニタ
AIX・HP-UX・Linux の場合に使用するクラスタソフトウェアです。
なお，Solaris の場合，クラスタソフトウェアと連携したシステム運用はできません。
クラスタソフトウェアと連携して Cosminexus システムを運用することで，アプリケー
ションサーバに障害が発生した場合に，直ちに自動でアプリケーションサーバを切り替
えたり，待機しているリカバリサーバで，障害が発生したアプリケーションサーバのリ
カバリ処理をしたりできます。また，運用管理サーバに障害が発生した場合にも，待機
させておいた運用管理サーバに切り替えることができます。これによって，システムの
不稼働時間を短縮でき，信頼性や稼働率を高めることができます。
Cosminexus ではクラスタソフトウェアと連携することによって，次に示す系切り替え
構成でシステムを運用できます。
● J2EE アプリケーションの実行環境の場合
• 実行系と待機系を 1:1 で運用するシステム（1:1 系切り替えシステム）
• 相互スタンバイで運用するシステム（相互系切り替えシステム）
• 待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステム（N:1 リカバリシステム）
● バッチアプリケーションの実行環境の場合
• 実行系と待機系を 1:1 で運用するシステム（1:1 系切り替えシステム）※
• 相互スタンバイで運用するシステム（相互系切り替えシステム）
注※

アプリケーションサーバの系切り替えだけ使用できます。

それぞれのシステムの概要について以降の項で説明します。
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ポイント
クラスタソフトウェアでは，業務処理に必要なハードウェアのほか，実行するプログラムや
通信機器を含めたシステム全体の総称を系といいます。システム動作中の系を区別する呼び
方に，実行系・待機系があります。
• 実行系
現在実行中のサーバがある系のことです。系切り替えが発生すると，待機系になります。
• 待機系
現在待機中のサーバがある系のことです。系切り替えが発生すると，実行系になります。
また，システムの設定などで，システムが動作していないときの系を区別する呼び方に，現
用系・予備系があります。
• 現用系
起動したときに，最初に実行系として起動される系のことです。
• 予備系
起動したときに，最初に待機系として起動される系のことです。

22.1.1

実行系と待機系を 1:1 で運用するシステムとは（1:1
系切り替えシステム）

1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの運用と，運用
管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの運用をサポートしています。ただし，バッチ
アプリケーションの実行環境では，運用管理サーバを配置しないため，運用管理サーバ
の 1:1 系切り替えシステムの運用はできません。
1:1 系切り替えシステムでは，実行系に何らかの障害が発生すると，クラスタソフトウェ
アがこれを検知して，自動的に待機している系に切り替えて業務を続行します。また，
障害が発生しなくても実行中のシステムに予防保守，その他必要があるときには，オペ
レータの操作によって待機している系に計画的に切り替えることができます。
1:1 系切り替えシステムの詳細については，「22.3

実行系と待機系を 1:1 で運用するシ

ステム（1:1 系切り替えシステム）」を参照してください。

22.1.2

相互スタンバイで運用するシステムとは（相互系切
り替えシステム）

相互系切り替えシステムとは，1:1 系切り替えシステムの構成で，2 台のサーバがそれぞ
れ現用系として動作しながら，互いの予備系になるシステムです。Cosminexus では，
アプリケーションサーバの相互切り替えシステムでの運用をサポートしています。
相互系切り替えシステムでは，各サーバでそれぞれ J2EE アプリケーションまたはバッ
チアプリケーションを動作させて，障害が発生した場合は自動的に相互の待機している
系に切り替えて業務を続行します。また，1:1 系切り替えシステムの場合と同様に，障害
が発生しなくても実行中のシステムに予防保守，その他必要があるときには，オペレー
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タの操作によって待機している系に計画的に切り替えることができます。
相互系切り替えシステムの詳細については，「22.4

相互スタンバイで運用するシステム

（相互系切り替えシステム）
」を参照してください。

22.1.3

待機系をリカバリ専用サーバとして運用するシステ
ムとは（N:1 リカバリシステム）

N:1 リカバリシステムとは，クラスタ構成になっている実行系の複数（N 台）のアプリ
ケーションサーバに対して，1 台のリカバリ専用サーバを待機系として配置したシステム
です。
業務は，実行系のアプリケーションサーバで実行します。業務実行中のアプリケーショ
ンサーバに障害が発生すると，リカバリ専用サーバで，障害が発生したアプリケーショ
ンサーバの仕掛かり中のトランザクションを決着します。
なお，バッチサーバの場合，N:1 リカバリシステムは使用できません。
N:1 リカバリシステムの詳細については，
「22.5 待機系をリカバリ専用サーバとして運
用するシステム（N:1 リカバリシステム）
」を参照してください。
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22.2 クラスタソフトウェアと連携するための
前提条件
クラスタソフトウェアと連携してシステムを運用するための前提条件について説明しま
す。

22.2.1

系切り替えの管理対象となるサーバ

クラスタソフトウェアと連携して Cosminexus システムを運用する場合に，系切り替え
の管理対象となるサーバを次の表に示します。
表 22-1

系切り替えの管理対象となるサーバ

系切り替えの種類

系切り替えの管理対象となるサーバ

1:1 系切り替えシステム

アプリケーションサーバ，運用管理サーバ

相互系切り替えシステム

アプリケーションサーバ

N:1 系切り替えシステム

アプリケーションサーバ

なお，クラスタソフトウェアと連携してシステムを運用する場合のシステム構成につい
ては，「22.3.1 1:1 系切り替えシステムのシステム構成例」，
「22.4.1 相互系切り替えシ
ステムのシステム構成例」または「22.5.1

N:1 リカバリシステムのシステム構成例」を

参照してください。

22.2.2

ライトトランザクション機能の利用

クラスタソフトウェアと連携する場合，ライトトランザクション機能を有効にしている
かどうかによって，使用できる系切り替えの種類が異なります。系切り替えの種類とラ
イトトランザクション機能の利用について次の表に示します。なお，実行系と待機系は，
同じ動作モードにすることが前提となります。
表 22-2

系切り替えの種類とライトトランザクション機能の利用

系切り替えの種類

ライトトランザクション
有効

無効

1:1 系切り替えシステム

○

○

相互系切り替えシステム

○

○

N:1 系切り替えシステム

×

○

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

なお，バッチアプリケーション実行環境の場合，ライトトランザクション機能を有効に
するため，N:1 系切り替えシステムは使用できません。
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22.2.3

システムの運用方法

クラスタソフトウェアと連携する場合，系切り替えの種類にかかわらず，Management
Server を利用して Cosminexus システムを運用することが前提となります。
クラスタソフトウェアと連携する場合の設定については，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。

参考
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの場合，クラスタソフトウェアは，運用
管理エージェント（Cosminexus システムを管理するプロセス）を監視します。
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの場合，クラスタソフトウェアは，Management
Server を監視します。

22.2.4

実行系の前提条件

N:1 系切り替えシステムの場合，実行系アプリケーションサーバは次に示す前提条件を
満たしている必要があります。なお，1:1 系切り替えシステム，および相互系切り替えシ
ステムの場合，実行系に前提条件はありません。
• グローバルトランザクションを使用します。
• CORBA ネーミングサービスおよびトランザクションサービスは，インプロセスで使
用します。
• トランザクションサービスのステータスファイルは共用ディスク装置のディレクトリ
に格納します。

22.2.5

待機系の前提条件

待機系の前提条件を次に示します。
なお，クラスタソフトウェアと連携して Cosminexus システムを運用する場合，待機系
はコールドスタンバイで系切り替えを待ちます。コールドスタンバイとは，系切り替え
が発生したあとに待機系のサーバが起動する方法です。

（1） 1:1 系切り替えシステム・相互系切り替えシステムの場合
1:1 系切り替えシステム，および相互系切り替えシステムの場合，待機系のアプリケー
ションサーバでは Cosminexus 関連のプロセスは起動できません。このため，次の操作
ができないので注意してください。
• J2EE サーバへのアプリケーションのデプロイおよびアンデプロイ
J2EE アプリケーションの入れ替えも含みます。
• Management Server および運用管理エージェントによる管理操作
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また，待機系のアプリケーションサーバからは共用ディスク装置へのアクセスはできま
せん。J2EE サーバを使用している場合でグローバルトランザクションのとき，共用ディ
スク装置にはトランザクションサービスなどの定義情報が保持されます。ただし，待機
系のアプリケーションサーバからこの定義情報を変更することはできません。

（2） N:1 系切り替えシステムの場合
N:1 リカバリシステムの場合，待機系はリカバリ専用サーバとなります。待機系のリカ
バリ専用サーバの前提条件を次に示します。
• グローバルトランザクションを使用します。
• CORBA ネーミングサービスおよびトランザクションサービスはインプロセスで動作
させます。
• 実行系のアプリケーションサーバ上の J2EE サーバと同じ名称の J2EE サーバが，待
機系のリカバリ専用サーバ上で動作している必要があります。
• 実行系のアプリケーションサーバで使用しているリソースアダプタと同じ設定のリ
ソースアダプタをインポートし，デプロイ，開始しておきます。なお，リカバリ専用
サーバには実行系で使用しているリソースアダプタをすべてインポートする必要があ
ります。
• リカバリ専用サーバは，障害が発生したアプリケーションサーバのトランザクション
を決着するために使用するサーバであるため，J2EE アプリケーションをデプロイす
る必要はありません。
• バッチアプリケーションの実行環境では使用できません。
なお，待機系であるリカバリ専用サーバマシンには，リカバリ処理をするリソースアダ
プタを，あらかじめ設定しておく必要があります。また，N:1 リカバリが有効に動作す
るためには，次の二つの条件を満たしている必要があります。
• 実行系のアプリケーションサーバで起動している J2EE サーバと同じ名称の J2EE
サーバが，待機系のリカバリ専用サーバにあること。
• 実行系の J2EE サーバでスタート状態にあるリソースアダプタの設定とまったく同じ
設定のリソースアダプタが，待機系の J2EE サーバに常に存在すること。
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22.3 実行系と待機系を 1:1 で運用するシステ
ム（1:1 系切り替えシステム）
1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムと，運用管理サー
バの 1:1 系切り替えシステムをサポートしています。ただし，バッチアプリケーション
の実行環境では，運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムは使用できません。
● アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステム
実行系のアプリケーションサーバマシン 1 台に対して待機系のアプリケーションサー
バマシンを 1 台用意しておく構成です。実行系のアプリケーションサーバマシンにト
ラブルが発生してマシンが終了した場合，または運用管理エージェントが終了した場
合に，クラスタソフトウェアによって待機系のアプリケーションサーバマシンを起動
して処理を切り替えます。
● 運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステム
実行系の運用管理サーバマシン 1 台に対して待機系の運用管理サーバマシンを 1 台用
意しておく構成です。実行系の運用管理サーバマシンにトラブルが発生してマシンが
終了した場合，または Management Server のプロセスが終了した場合に，クラスタ
ソフトウェアによって待機系の運用管理サーバマシンを起動して処理を切り替えます。
以降では，1:1 系切り替えシステムのシステムの構成例，系切り替え処理の流れなどにつ
いて説明します。

22.3.1

1:1 系切り替えシステムのシステム構成例

クラスタソフトウェアと連携して，アプリケーションサーバを 1:1 系切り替えシステム
で運用する場合のシステム構成例と，運用管理サーバを 1:1 系切り替えシステムで運用
する場合のシステム構成例について説明します。
● アプリケーションサーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合
アプリケーションサーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合のシステム構成例
を次の図に示します。系切り替え時，Web サーバや運用管理サーバからは，同じ論理
アドレスでアプリケーションサーバが再起動したようにみえます。
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アプリケーションサーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合のシステム
構成例

● 運用管理サーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合
運用管理サーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合のシステム構成例を次の図
に示します。系切り替え時，Web サーバやアプリケーションサーバからは，同じ論理
アドレスで運用管理サーバが再起動したようにみえます。
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図 22-2

運用管理サーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合のシステム構成例

参考
Management Server では，運用管理ドメインの構成情報などの Management Server に関
する設定情報をファイル中に保持しています。運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムで
は，運用管理ドメインの構成に変更がある場合，実行系の情報を待機系に引き継ぐために，
システムの起動前に実行系で定義した情報（Management Server の各種定義ファイル，
Management Server に登録した J2EE アプリケーションやリソースアダプタなど）を待機
系にコピーする必要があります。Management Server に関する設定情報のコピーの手順に
ついては，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」または「Cosminexus

システ

ム運用ガイド」を参照してください。

なお，1:1 系切り替えシステムでは次のような運用ができます。
共用ディスク装置の使用
アプリケーションサーバを 1:1 系切り替えシステムで運用する場合，共用ディスク
装置の使用については，ローカルトランザクションの場合とグローバルトランザク
ションの場合とで異なります。
• ローカルトランザクションの場合
共用ディスク装置は不要です。ローカルトランザクションでは，実行系と待機系
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との間で引き継ぐセッション情報がないため，共用ディスク装置を使用しません。
• グローバルトランザクションの場合
共用ディスク装置が必要になります。共用ディスク装置は，系切り替え時に，
OTS のステータスなどのトランザクション情報を引き継ぐために使用します。
JP1 連携をする場合
クラスタソフトウェアを使用した構成では，JP1 とも連携できます。
JP1 と連携する場合，アプリケーションサーバには，JP1/Base なども必要になりま
す。クラスタソフトウェアでの JP1 の管理は，Cosminexus とは別に行う必要があ
ります。
データベースサーバでのクラスタソフトウェアとの連携
データベースサーバでもクラスタソフトウェアを使用した構成にすることもできま
す。この場合，アプリケーションサーバ側では，仮想アドレス（論理アドレス）だ
けを認識していれば，特にデータベースサーバがクラスタソフトウェアを使用して
いることを意識する必要はありません。
負荷分散機の適用
このシステム構成例では示していませんが，同一構成の Web サーバを複数用意し
て，負荷分散機を適用することもできます。これによって，Web サーバの信頼性・
稼働率を上げることができます。
なお，1:1 系切り替えシステムのシステム構成の詳細については，マニュアル
「Cosminexus システム設計ガイド」を参照してください。

22.3.2

系切り替えのタイミング

系切り替えは次のタイミングで実施されます。
• クラスタソフトウェアがハード障害などの系障害※を検知したとき
• 監視対象プロセス（運用管理エージェントまたは Management Server）がダウンし
たとき
• クラスタソフトウェアの系切り替えコマンドを使用したとき
• そのほかの，クラスタソフトウェアが系を切り替える事象が発生したとき
注※
サーバを除いた系に発生する障害を指します。系のハードウェア障害やクラスタソ
フトウェアの障害などがあります。

22.3.3

1:1 系切り替えシステムでの系切り替え処理の流れ

1:1 系切り替えシステムでの系切り替え時の動作と，処理の流れについて説明します。
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（1） 系切り替えの動作
1:1 系切り替えシステムでの系切り替えは次の図のようにして行われます。この図では，
系 A に障害が発生し，系 B に切り替える場合の例を示します。
図 22-3
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（2） 系切り替えの処理の流れ
1:1 系切り替えシステムで適用できる系切り替えには，自動系切り替えと計画系切り替え
の二つがあります。自動系切り替えとは，クラスタソフトウェアが自動的に系を切り替
える方法です。実行系に障害が発生したときは，自動系切り替えになります。一方，計
画系切り替えとは，オペレータが系を保守する際に，計画的に系を切り替える方法です。
実行系からクラスタソフトウェアのコマンドを使用して切り替えます。
ここでは，系切り替え処理の流れについて，自動系切り替えの場合と計画系切り替えの
場合に分けて説明します。
（a） 自動系切り替えの処理の流れ
1:1 系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れについて説明します。ここで
は，実行系である系 A に障害が発生し，待機系である系 B に切り替えるときの流れにつ
いて説明します。
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れを
次の図に示します。
図 22-4

アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理
の流れ

運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れを次の図に
示します。
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図 22-5

運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れ

（b） 計画系切り替えの処理の流れ
1:1 系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れについて説明します。ここで
は，クラスタソフトウェアのコマンドを使用して，実行系である系 A を待機系に，待機
系である系 B を実行系に切り替えるときの流れについて説明します。
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れを
次の図に示します。
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アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理
の流れ

運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れを次の図に
示します。
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図 22-7

22.3.4

運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れ

系切り替え時のシステムの動作

系切り替え時のシステムの動作について説明します。

（1） HTTP のセッション情報の引き継ぎ
セッションフェイルオーバ機能を使用しない場合，Web コンテナが管理している HTTP
のセッション情報※ 1 および ServletContext に設定したアトリビュート情報※ 2 は，
J2EE サーバのメモリ中にしかなく，これらの情報は，実行系と待機系との間で共有され
ません。系の切り替え実施後，HTTP のセッション情報は失われます。このため，すで
にセッションを開始していた Web アプリケーションおよび Web クライアントでは，不
正な動作をするおそれがあります。これを防止するため，アプリケーションで，セッ
ション情報に矛盾が発生した場合に適切に対処できるようにしておく必要があります。
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合，系切り替え後も HTTP セッション情報
を維持できます。ただし，維持できるのはセッションフェイルオーバ機能で引き継ぎの
対象としたセッション情報だけです。
なお，系切り替え後もセッションを維持するためには，セッションを DBMS などで管理
するようにアプリケーション側で独自に設定し，実行系および待機系の両方から参照で
きるようにする必要があります。
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注※ 1
javax.servlet.http.HttpServletRequest#getSession メソッドで取得した，
javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトに格納している情報を指します。
注※ 2
javax.servlet.ServletContext#getServletContext メソッドで取得した，
javax.servlet.ServletContext オブジェクトに格納している情報を指します。

（2） EJB のセッション情報の引き継ぎ
EJB コンテナが管理しているセッション情報※は，J2EE サーバのメモリ中にしかない
ため，系の切り替え実施後はセッション情報が失われます（実行系と待機系の間で，
セッション情報は共有されません）
。このため，すでにセッションを開始していた EJB
クライアントでは，正常に動作を継続できないおそれがあります。セッション情報が失
われた場合は，Home の lookup からやり直すように，EJB クライアントを設計する必要
があります。
なお，CTM 環境でも同様の問題が起こります。
注※
ホームインタフェース，およびコンポーネントインタフェースのオブジェクト情報
を指します。

（3） トランザクション情報の引き継ぎ
トランザクション情報の引き継ぎはトランザクションの種類によって異なります。トラ
ンザクション情報の引き継ぎについて，ローカルトランザクションの場合とグローバル
トランザクションの場合を説明します。
（a） ローカルトランザクションの場合
ローカルトランザクションの場合，系の切り替え時にはトランザクション情報は引き継
がれません。
システムの障害によってダウンした場合や，J2EE サーバのプロセスダウンによって系の
切り替えが発生した場合は，開始中のトランザクションは，コミットおよびロールバッ
クのどちらも実施されません。
なお，計画系切り替えのように，J2EE サーバが正常に終了する場合は，トランザクショ
ンが開始中の状態で残ることはありません。
（b） グローバルトランザクションの場合
グローバルトランザクションの場合，系切り替え後に引き継いだトランザクションを使
用して，J2EE サーバの起動時に，トランザクションの回復処理をします。これによっ
て，コミットまたはロールバックのどちらかの適切な処理が実施されます。
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（4） 運用管理エージェントの動作
運用管理エージェントでは，実行系と待機系の間で直接情報を引き継ぐことはありませ
ん。系切り替え後には，運用管理エージェントの起動スクリプト中に記述した論理サー
バが起動されます。なお，運用管理エージェントの起動スクリプトについては，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

（5） 性能解析トレースで出力するキー情報
性能解析トレースの出力する情報には，一連の処理を識別するためのキー情報が付与さ
れています。このキー情報には，作成時の IP アドレスが含まれます。IP アドレスを複
数持つホストの場合，キー情報には，そのホストの持つ IP アドレスのどれか一つが含ま
れます。このため，実行系のホストで出力された性能解析トレースには，キー情報とし
て，ステーショナリ IP アドレス（系切り替えによって他系へ移動しない IP アドレス）
が含まれたり，エイリアス IP アドレス（クラスタソフトウェアによって動的に割り当て
られる IP アドレス）が含まれたりする場合があります。これによって，系の切り替え前
と切り替え後とで，キー情報に含まれる IP アドレスが変わる可能性があることに留意し
てください。
なお，性能解析トレースで出力するキー情報については，「17.10.2

性能解析トレースの

仕組み」を参照してください。

22.3.5

系切り替え時の情報の引き継ぎ

系切り替え時に，待機系に引き継がれる情報と，引き継がれない情報について説明しま
す。
● 引き継がれる情報
• OTS トランザクション情報（グローバルトランザクションの場合）
実行系から待機系のへの系切り替え後，OTS トランザクション情報を引き継ぎ，ト
ランザクションの回復処理をします。
● 引き継げない情報
系切り替えが発生したとき，次に示す情報は切り替え後の系に引き継がれないので注
意してください。
• Web コンテナが管理するアプリケーションの HTTP セッション情報※
• Web コンテナの ServletContext に設定したアトリビュート情報
• ホームインタフェースとコンポーネントインタフェースの Bean のセッション情報
• アプリケーションの稼働状態，JNDI のキャッシュ，コネクションプール，CTM の
キューなどの状態に関する情報
注※
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合，引き継ぎの対象としたセッショ
ン情報だけ引き継げます。
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22.4 相互スタンバイで運用するシステム（相
互系切り替えシステム）
相互系切り替えシステムとは，1:1 系切り替えシステムの構成で，2 台のサーバがそれぞ
れ現用系として動作しながら，互いの予備系になるシステムです。
この節では，相互スタンバイシステムのシステムの構成例と系切り替え処理の流れにつ
いて説明します。系切り替えのタイミングや系切り替え時のシステムの動作などは 1:1
系切り替え構成の場合と同じです。参照先を次の表に示します。
表 22-3

系切り替え時の動作と参照先
系切り替え時の動作

参照先

系切り替えのタイミング

22.3.2

系切り替え時のシステムの動作

22.3.4

系切り替え時の情報の引き継ぎ

22.3.5

22.4.1

相互系切り替えシステムのシステム構成例

クラスタソフトウェアと連携した相互系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。
系切り替え時，クライアントやデータベースなどサーバの外からは，同じ論理アドレス
でアプリケーションサーバが再起動したようにみえます。
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図 22-8

相互系切り替えシステムの構成例

図に示す，相互系切り替えシステムについて説明します。
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• 実行系 1（待機系 2）および待機系 1（実行系 2）の各アプリケーションサーバは，異
なる運用管理ドメインで管理されています。
• それぞれの運用管理ドメイン内に，現用系および予備系の二つの仮想ホストを定義し
ています。現用系および予備系の仮想ホストは，それぞれ実行系アプリケーション
サーバ，待機系アプリケーションサーバとして使用します。
• 障害発生時は，相互の運用管理ドメイン内の仮想ホストが切り替えられます。例えば，
図中のサーバ 1 の現用系仮想ホストで障害が発生した場合，サーバ 2 の予備系仮想ホ
ストに系が切り替えられます。
• 各サーバの運用に使用する IP アドレスは，クラスタソフトウェアによって動的に割り
当てられる IP アドレス（エイリアス IP アドレス）を使用します。図中の相互系切り
替えシステムの場合，「xxx.xxx.1.111」および「xxx.xxx.2.222」がエイリアス IP アド
レスとなります。なお，クラスタソフトウェアは IP アドレス単位に LAN を切り替え
るため，サーバ 1 およびサーバ 2 のクラスタ IP アドレスには一意となる値が割り当
てられます。系切り替え時は，現用系仮想ホストでエイリアス IP アドレスが削除さ
れ，予備系仮想ホストでエイリアス IP アドレスが追加されることで処理が引き継がれ
ます。
• Management Server から運用管理エージェントに対するリクエストの送信には，系
切り替えによって他系へ移動しない IP アドレス（ステーショナリ IP アドレス）を使
用します。図中の相互系切り替えシステムの場合，現用系 1 の「xxx.xxx.0.11」
，およ
び予備系 1 の「xxx.xxx.0.22」がステーショナリ IP アドレスとなります。

参考
仮想ホストとは，一つのマシンに複数の異なる IP アドレスを割り当てて，複数の物理ホス
トとして使用できる構成です。同一運用管理ドメイン内の仮想ホストは，一つの運用管理
エージェントによってアプリケーションサーバの起動や停止などの運用操作を制御できます
が，運用に使用する IP アドレスは異なるため，見かけ上は異なる物理ホストとして扱われ
ます。

なお，相互系切り替えシステムでは次のような運用ができます。
共用ディスク装置の使用
共用ディスク装置の使用については，ローカルトランザクションの場合とグローバ
ルトランザクションの場合とで異なります。
• ローカルトランザクションの場合
共用ディスク装置は不要です。ローカルトランザクションでは，実行系と待機系
との間で引き継ぐセッション情報がないため，共用ディスク装置を使用しません。
• グローバルトランザクションの場合
共用ディスク装置が必要になります。共用ディスク装置は，系切り替え時に，
OTS のステータスなどのトランザクション情報を引き継ぐために使用します。
JP1 との連携
クラスタソフトウェアを使用した構成では，JP1 とも連携できます。
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JP1 と連携する場合，アプリケーションサーバには，JP1/Base なども必要になりま
す。クラスタソフトウェアでの JP1 の管理は，Cosminexus とは別に行う必要があ
ります。
データベースサーバでのクラスタソフトウェアとの連携
データベースサーバでもクラスタソフトウェアを使用した構成にすることもできま
す。この場合，アプリケーションサーバ側では，仮想アドレス（論理アドレス）だ
けを認識していれば，特にデータベースサーバがクラスタソフトウェアを使用して
いることを意識する必要はありません。
負荷分散機の適用
このシステム構成例では示していませんが，同一構成の Web サーバを複数用意し
て，負荷分散機を適用することもできます。これによって，Web サーバの信頼性・
稼働率を上げることができます。
相互系切り替えシステムのシステム構成の詳細については，マニュアル「Cosminexus
システム設計ガイド」を参照してください。

22.4.2

相互系切り替えシステムでの系切り替え処理の流れ

相互系切り替えシステムでの系切り替え時の動作と，処理の流れについて説明します。

（1） 系切り替えの動作
相互系切り替えシステムでの系切り替えは次の図のようにして行われます。この図では，
実行系 1（待機系 2）の現用系仮想ホストに障害が発生し，待機系 1（実行系 2）の予備
系仮想ホストに系を切り替える場合の例を示します。
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相互系切り替えシステムでの系切り替えの動作

（2） 系切り替えの処理の流れ
相互系切り替えシステムに適用できる系切り替えには，自動系切り替えと計画系切り替
えの二つがあります。自動系切り替えとは，クラスタソフトウェアが自動的に系を切り
替える方法です。実行系に障害が発生したときは，自動系切り替えになります。一方，
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計画系切り替えとは，オペレータが系を保守する際に，計画的に系を切り替える方法で
す。実行系からクラスタソフトウェアのコマンドを使用して切り替えます。
ここでは，系切り替え処理の流れについて，自動系切り替えの場合と計画系切り替えの
場合に分けて説明します。
（a） 自動系切り替えの処理の流れ
相互系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れを次の図に示します。この図
では，実行系 1（待機系 2）の現用系仮想ホストに障害が発生して，待機系 1（実行系 2）
の予備系仮想ホストに系を切り替えるときの処理の流れを示します。
図 22-10 相互系切り替えシステムでの自動系切り替えの処理の流れ

（b） 計画系切り替えの処理の流れ
相互系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れを次の図に示します。この図
では，クラスタソフトウェアのコマンドを使用して，実行系 1（待機系 2）の現用系仮想
ホストを予備系仮想ホストに，待機系 1（実行系 2）の予備系仮想ホストを現用系仮想ホ
ストに切り替えるときの流れについて示します。
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図 22-11 相互系切り替えシステムでの計画系切り替えの処理の流れ
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22.5 待機系をリカバリ専用サーバとして運用
するシステム（N:1 リカバリシステム）
N:1 リカバリシステムとは，クラスタ構成になっている実行系の複数（N 台）のアプリ
ケーションサーバに対して，1 台のリカバリ専用サーバを待機系として配置したシステム
です。ただし，バッチアプリケーションの実行環境の場合，N:1 リカバリシステムは使
用できません。
ここでは，システムの構成例，リカバリ処理の流れについて説明します。

22.5.1

N:1 リカバリシステムのシステム構成例

クラスタソフトウェアと連携した N:1 リカバリシステムのシステム構成例を次の図に示
します。クラスタ構成で実行中のアプリケーションサーバに障害が発生すると，待機系
のリカバリ専用サーバが起動し，障害が発生した実行系のトランザクションを決着しま
す。
待機系であるリカバリ専用サーバの J2EE サーバには，実行系にインポートされている
リソースアダプタをすべてインポートします。なお，リカバリ専用サーバは障害が発生
した実行系のアプリケーションサーバのリカバリを実施するだけなので，アプリケー
ションをデプロイする必要はありません。
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図 22-12 N:1 リカバリシステムのシステム構成例

N:1 リカバリシステムでは次のような運用ができます。
共用ディスク装置の使用
共用ディスク装置が必要になります。共用ディスク装置は，OTS のステータスなど
のトランザクション情報を引き継ぐために使用します。トランザクション情報は，
実行系のそれぞれのアプリケーションサーバと，待機系のリカバリ専用サーバとの
間で引き継ぎします。
負荷分散機の適用
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このシステム構成例では示していませんが，同一構成の Web サーバを複数用意し
て，負荷分散機を適用することもできます。これによって，Web サーバの信頼性・
稼働率を上げることができます。
なお，N:1 リカバリシステムのシステム構成の詳細については，マニュアル
「Cosminexus

22.5.2

システム設計ガイド」を参照してください。

リカバリ処理の流れ

クラスタ構成の実行系と，リカバリ専用サーバである 1 台の待機系で稼働します。実行
系の複数のアプリケーションサーバのうち一つでも障害が発生すると，クラスタソフト
ウェアで障害を検出し，待機系であるリカバリ専用サーバに切り替えられます。待機系
では，ダウンした実行系のアプリケーションサーバのトランザクションを決着します。
リカバリ処理の流れについて次の図に示します。
図 22-13 リカバリ処理の流れ

1. リカバリ専用サーバのクラスタソフトウェアが障害を検知します。
実行系のアプリケーションサーバ C で障害が発生し，ダウンすると，待機系のリカバ
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リ専用サーバのクラスタソフトウェアはアプリケーションサーバ C のダウンを検知し
ます。
2. リカバリ専用サーバのクラスタソフトウェアで系切り替えを実施します。
待機系のリカバリ専用サーバに切り替えます。このとき，共用ディスク装置の切り替
え，共用ディスク装置のマウント，および仮想ホストの IP アドレスの設定をします。
3. リカバリ専用サーバをロックします。
リカバリ専用サーバでは，順次，リカバリ処理を実施します。このため，リカバリ処
理を実施する前に，リカバリ専用サーバをロックします。
4. リカバリ専用サーバのクラスタソフトウェアでリカバリコマンドを実行し，リカバリ
専用サーバのアプリケーションサーバをリカバリモードで起動します。
5. ダウンしたアプリケーションサーバ C で仕掛かり中だったトランザクションのリカバ
リ処理を，リカバリ専用サーバで実施します。
リカバリ専用サーバでは，トランザクションのリカバリ処理だけが実施されます。リ
カバリ処理終了後，リカバリ専用サーバのアプリケーションサーバは終了します。
6. リカバリ専用サーバのロックを解除します。
7. リカバリ専用サーバのクラスタソフトウェアでアプリケーションサーバ終了後の処理
を実施します。
共用ディスク装置の切り替え，共用ディスク装置のアンマウント，および仮想ホスト
の IP アドレスの削除をします。
ほかの実行系のアプリケーションサーバに障害が発生している場合は，リカバリ処理を
します。なお，実行系のアプリケーションサーバ A および B については，アプリケー
ションサーバ C のダウンの影響を受けず，アプリケーション処理を実行します。
注意事項
• 複数の実行系で障害が発生し，アプリケーションサーバがダウンした場合は，リ
カバリ専用サーバ（待機系）では，排他で順次リカバリ処理をします。
• リカバリ専用サーバでのリカバリ処理中は，リカバリ専用サーバのサービスポー
トが閉塞されるため，処理の受け付けはされません。
• リカバリ専用サーバでは，リカバリ処理が終了しない場合に備えて，タイムアウ
ト監視が実施されます。
• データベースのダウンによってタイムアウトした場合は，手動でリカバリ処理を
してください。詳細については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイ
ド」を参照してください。
• リカバリ専用サーバがダウンした場合などの二重障害については，対応していま
せん。

22.5.3

系切り替え時の情報の引き継ぎ

系切り替え時に，待機系に引き継がれる情報と，引き継がれない情報について説明しま
す。
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● 引き継がれる情報
• OTS トランザクション情報の引き継ぎ（グローバルトランザクションの場合）
実行系から待機系のへの系切り替え後，OTS トランザクション情報を引き継ぎ，ト
ランザクションの回復処理をします。
● 引き継げない情報
系切り替えが発生したとき，次に示す情報は切り替え後の系に引き継がれないので注
意してください。
• Web コンテナが管理するアプリケーションの HTTP セッション情報
• Web コンテナの ServletContext に設定したアトリビュート情報
• ホームインタフェースとコンポーネントインタフェースの Bean のセッション情報
• アプリケーションの稼働状態，JNDI のキャッシュ，コネクションプール，CTM の
キューなどの状態に関する情報
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付録 A

旧バージョンとの互換用機能

ここでは，旧バージョンとの互換用機能としてのサーバの動作モードについて説明しま
す。また，互換用の動作モードで使用できる機能の一覧を示します。

付録 A.1

互換用のサーバの動作モード

互換用のサーバの動作モードには次の二つがあります。
● ベーシックモード
● サーブレットエンジンモード
それぞれの動作モードについて説明します。

（1） ベーシックモード
ベーシックモードは，J2EE サーバモードの一つです。単一のデータベースだけのリソー
スをトランザクションで使用するシステムに適用できます。旧バージョンとの互換性を
重視したモードです。
なお，ベーシックモードは，1.4 モード（06-71 までのスタンダードモードまたはアドバ
ンスドモード）に比べて，使用できる機能に制限があります。J2EE サーバモードを使用
する場合は，1.4 モードを使用することを推奨します。

参考
ベーシックモードから 1.4 モードへの変更
すでにベーシックモードを使用している場合も，1.4 モードへの変更ができます。変更する
場合は，次の点に留意してください。
• データソースをインポートしている場合，データソースを削除してから，再度作成し直す
必要があります。
• サーバの環境をいったん削除してから，再度サーバの環境をセットアップし直す必要があ
ります。
• 1.4 モードを使用する場合は，トランザクション管理サーバなどが必要となるため，ベー
シックモードに比べ，多量の CPU/ メモリリソースが必要となります。
また，動作モードの変更によって，変更前の動作モードで使用できたプロパティが使用でき
なくなることがありますので注意してください。

（2） サーブレットエンジンモード
1.4 モードまたはベーシックモードでは J2EE コンテナ（EJB コンテナと Web コンテ
ナ）を利用します。一方，サーブレットエンジンモードは，Web アプリケーションだけ
を動作させる（Enterprise Bean を使用しない）場合など，Web コンテナ部分だけを使
用する構成のときに利用できる動作モードです。サーブレットエンジンモードでは，
サーブレットエンジンだけが単独で動作します。サーブレットエンジンとは，サーブ
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レット実行機能，JSP 実行機能を持つサーバのことです。
このモードでは，Web アプリケーションからは Java Servlet Specification v2.3，
JavaServer Pages Specification v1.2 に示す API および Cosminexus DABroker Library
を通じ，Sun JDBC API 仕様に従った方法によるデータベースアクセスが利用できます。
なお，サーブレットエンジンモードで実行したときのサーバを Web コンテナサーバと呼
びます。

付録 A.2

使用できる機能の一覧

ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードで使用できる J2EE の機能，およ
び Application Server の機能について一覧に示します。

（1） 使用できる J2EE の機能
互換用の動作モードで使用できる J2EE の機能について，次の表に示します。
表 A-1 互換用の動作モードで使用できる J2EE の機能
J2EE の機能

ベーシックモード

サーブレットエンジン
モード

Servlet 2.3

○

○

Servlet 2.4

×

×

JSP 1.2

○

○

JSP 2.0

×

×

EJB 2.0

○

×

Message-driven Bean

×

×

ローカルインタフェース

×

×

CMP 1.1

○

×

CMP 2.0

×

×

EJB 2.1

×

×

ビジネスインタフェース
アノテーション
DI

×

×

JDBC 2.0 コア
JDBC 2.0 オプションパッケージ

○

○

JDBC 3.0

×

×

JMS 1.0.2 ※ 1

×

×

JMS 1.1 ※ 2

×

×

Connector 1.0（JCA 1.0）

×

×

Connector 1.5（JCA 1.5）

×

×
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J2EE の機能

ベーシックモード

サーブレットエンジン
モード

○

×

local

○

×

global

×

×

JavaMail 1.2

○※ 3

×

JavaMail 1.3

×

×

JTA 1.0.1

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

注※ 1
Cosminexus RM または TP1/Message Queue - Access を使用する場合は，JMS1.0.2 であるこ
とが前提です。また，Topic を含む一部の機能に制限があります。
注※ 2
JMS1.1 を使用するためには，JMS プロバイダが JMS1.1 に対応していること，
Message-driven Bean が EJB2.1 に対応していること（Message-driven Bean を使用する場
合）
，使用するリソースアダプタが Connector 1.5 に対応していることが前提になります。
注※ 3
JavaMail で使用できるサービスプロバイダは SMTP だけです。メールの送信機能だけを使用
できます（メールの受信機能は使用できません）。

（2） 使用できる Application Server の機能
ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードの場合に使用できる Application
Server の各機能について説明します。
● Web コンテナの機能
互換用の動作モードで使用できる Web コンテナの機能について次の表に示します。な
お，ベーシックモードの場合の Web コンテナの機能は「4.

Web コンテナ」を，サー

ブレットエンジンモードの場合の Web コンテナの機能については，
「付録 C サーブ
レットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能」を参照してください。
表 A-2 互換用の動作モードで使用できる Web コンテナの機能
Web コンテナの機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

Web アプリケーションの実行

◎

△

インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け付け

◎

×

HttpSession オブジェクト数の上限
値の設定

◎

×

セッション ID および Cookie への
サーバ ID の付加

◎

◎

セッション管理
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

文字コード変換

○

○

デフォルトの文字エンコーディング設定

◎

×

JSP の事前コンパイル

×

×

JSP ファイルのコンパイル結果の保持

◎

◎△

アプリケーションのイベントリスナ

○

○

タグファイルの実行

×

×

JSP EL の実行

×

×

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング

○

○

フィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮

○

○

Web コンテナのセキュリティ
管理

SSL 使用による認証情報とデータの
暗号化

◎

◎

ロールに基づく Web コンテナの
ユーザ認証

◎

◎△

Web コンテナ実行時の保護

◎

◎△

EJB コンテナとの連携

◎

◎△

データベースとの接続

△

◎△

Web コンテナによるスレッドの作成

◎

◎△

Web コンテナ単位の同時実行スレッ
ド数制御

◎

◎

Web アプリケーション単位の同時実
行スレッド数制御

◎

×

URL グループ単位の同時実行スレッ
ド数制御

×

×

ユーザスレッドの使用

◎

◎

通信タイムアウトの設定

◎

◎

Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け

◎

◎

エラーページのカスタマイズ

◎

◎

ドメイン名指定でのトップページの表示

○

○

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知

○

○

Web サーバ連携・インプロセス HTTP サーバ・簡易 Web サーバでの

◎

○

静的コンテンツのキャッシュ

◎

○

簡易 Web サーバ機能

◎

◎△

セッションフェイルオーバ機能

◎

×

同時実行スレッド数の制御

IP アドレスの指定※
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（凡例）
○：使用できる
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
△：使用できる。ただし，1.4 モードと機能差がある
×：使用できない
◎△は，J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能または Application Server

注

独自の機能を使用でき，かつ J2EE サーバモードとサーブレットエンジンモードで機能差があるこ
とを表します。
注※

サーブレットエンジンモードの場合は，インプロセス HTTP サーバは使用できないため，イ

ンプロセス HTTP サーバで利用する IP アドレスの指定は該当しません。

● EJB コンテナの機能
互換用の動作モードで使用できる EJB コンテナの機能について次の表に示します。
表 A-3 互換用の動作モードで使用できる EJB コンテナの機能
EJB コンテナの機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

Eneterprise Bean の実行

○

×

EJB コンテナの JNDI 名前空間へのリファレンス登録

◎

×

外部リソースとの接続

○

×

Enterprise Bean でのトランザクション設定

○

×

Enterprise Bean へのアクセス制御

○

×

EJB コンテナの動作の最適化

Entity Bean のキャッシュモデル
（コミットオプション指定）

○

×

Stateless Session Bean，Entity
Bean のプーリング

◎

×

Stateful Session Bean のタイムアウ
ト

◎

×

Entity Bean の EJB オブジェクトの
タイムアウト

◎

×

RMI-IIOP 通信のタイムアウト

◎

×

インスタンス取得待ちのタイムアウ
ト

×

×

EJB のリモートインタフェースの呼
び出し

◎

×

Timer Service の機能

×

×

EJB クライアントの使用

◎

×

△※

×

◎

×

セキュリティ管理

セキュリティアイデンティティの使
用
通信ポートと IP アドレスの固定
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

◎

×

（凡例）
○：使用できる
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
△：使用できる。ただし，ほかの J2EE サーバモードと機能差がある
×：使用できない
注※
サーブレット／ JSP から EJB を呼び出す際に，web.xml に指定した <run-as> タグの情報は使
用されません。

● J2EE アプリケーションの実行機能
互換用の動作モードで使用できる J2EE アプリケーションの実行機能について次の表
に示します。
表 A-4 互換用の動作モードで使用できる J2EE アプリケーションの実行機能
J2EE アプリケーションの実行機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

アーカイブ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ

○

×

展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケーションのデプロイ

×

×

J2EE アプリケーションのリデプロイ

◎

×

J2EE アプリケーションの更新検知とリロード

×

×

Web アプリケーションの更新検知とリロード

×

◎※ 1

○※ 2

◎

リソースアダプタを含む J2EE アプリケーションの操作

（凡例）
○：使用できる
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない
注※ 1

サーブレットエンジンモードで使用できるリロード機能は，1.4 モードで使用できるリロー

ド機能とは差異があります。サーブレットエンジンモードで使用できるリロード機能については，
「付録 C.2
注※ 2

Web アプリケーションの更新検知とリロード」を参照してください。

ベーシックモードの場合，リソースアダプタを含む J2EE アプリケーションのインポート

はできますが，J2EE アプリケーションの開始はできません。また，開始状態の J2EE アプリケー
ションをインポートした場合，J2EE アプリケーションにリソースアダプタが含まれている場合は開
始できません。
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● ネーミング管理の機能
互換用の動作モードで使用できるネーミング管理の機能について次の表に示します。
表 A-5 互換用の動作モードで使用できるネーミング管理の機能
ネーミング管理の機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

◎

×

◎※

×

ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索

◎

◎

ネーミング管理機能でのキャッシング

◎

◎

CORBA ネーミングサービスの切り替え

◎

◎

JNDI 名前空間へのオブジェクトのバインドとルックアップ
Enterprise Bean または J2EE リソースへの別名付与（ユーザ指定名
前空間機能）

（凡例）
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない
注※
リモートホームインタフェースに対する別名だけを使用できます。
ローカルホームインタフェース，リモートビジネスインタフェースまたはローカルビジネスイ
ンタフェースに対しても別名は設定できます。ただし，ベーシックモードではこれらのインタ
フェースがサポートされていないため，設定した別名は使用できません。

● リソース接続とトランザクション管理の機能
互換用の動作モードで使用できるリソース接続とトランザクション管理の機能につい
て次の表に示します。
なお，接続できるリソースやリソース接続で使用できる機能については，ベーシック
モードの場合は，
「付録 B ベーシックモードでのリソース接続」を，サーブレットエ
ンジンモードの場合は，
「付録 D サーブレットエンジンモードでのリソース接続」を
参照してください。
表 A-6 互換用の動作モードで使用できるリソース接続とトランザクション管理の機能
リソース接続とトランザクション管理の機能

コネクションプーリング
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

DB Connector によるコネクション
プーリング

−

−

データソースによるコネクション
プーリング

◎

−

Web コンテナコネクションプールに
よるコネクションプーリング

−

◎
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM によるコネク
ションプーリング

−

−

uCosminexus TP1 Connector との
コネクションプーリング

−

−

TP1/Message Queue - Access とのコ
ネクションプーリング

−

−

SMTP サーバとのコネクションプー
リング

×

−

JavaBeans リソースとのコネクショ
ンプーリング

−

−

コネクションプールのウォーミング
アップ

×

×

コネクション数調節

×

×

コネクションシェアリング

○

−

コネクションアソシエーション

×

−

ステートメントプーリング（DB Connector）

×

×

ライトトランザクション

×

−

インプロセストランザクションサービス

×

−

DataSource オブジェクトのキャッシング

◎

×

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化

−

−

受信バッファのプーリング

×

×

DB Connector による障害検知

−

−

データソースによる障害検知

×

−

Web コンテナコネクションプールに
よる障害検知

−

×

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM による障害検知

−

−

uCosminexus TP1 Connector との
コネクション障害検知

−

−

TP1/Message Queue - Access とのコ
ネクション障害検知

−

−

SMTP サーバとのコネクション障害
検知

×

−

JavaBeans リソースとのコネクショ
ン障害検知

−

−

×

×

コネクションの障害検知

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

DB Connector によるコネクション
取得リトライ

−

−

データソースによるコネクション取
得リトライ

◎

−

Web コンテナコネクションプールに
よるコネクション取得リトライ

−

◎

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM によるコネク
ション取得リトライ

−

−

uCosminexus TP1 Connector との
コネクション取得リトライ

−

−

TP1/Message Queue - Access とのコ
ネクション取得リトライ

−

−

SMTP サーバとのコネクション取得
リトライ

×

−

JavaBeans リソースとのコネクショ
ン取得リトライ

−

−

コネクションプールの情報表示

◎

◎※

コネクションプールのクリア

◎

◎※

コネクション強制クローズ

◎

◎※

コネクション自動クローズ（Web コ
ンテナ）

×

×

コネクション自動クローズ（EJB コ
ンテナ）

○

×

コネクションスイーパ

◎

×

トランザクションタイムアウト

○

−

トランザクションリカバリ

×

−

障害調査用 SQL の出力

×

×

コネクションプールのクラスタ化

×

×

DB Connector によるデータベース
との接続テスト

−

−

データソースによるデータベースと
の接続テスト

◎

−

Web コンテナコネクションプールに
よるデータベースとの接続テスト

−

×

DB Connector for Cosminexus RM
と Cosminexus RM によるデータ
ベース上のキューとの接続テスト

−

−

コネクションの取得リトライ

コネクションのクローズ・解
放

リソースへの接続テスト
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ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

uCosminexus TP1 Connector によ
る OpenTP1 SPP との接続テスト

−

−

TP1/Message Queue - Access による
TP1/Message Queue との接続テス
ト

−

−

SMTP サーバとの接続テスト

○

−

JavaBeans リソースとの接続テスト

−

−

（凡例）
○：使用できる
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない
−：該当しない
注※

J2EE サーバモードの場合と実行するコマンドが異なります。

● コンテナ拡張ライブラリの機能
コンテナ拡張ライブラリは，互換用の動作モードでも利用できます。コンテナ拡張ラ
イブラリは，Application Server 独自の機能となります。

！

注意事項
ベーシックモードの場合，コンテナ拡張ライブラリには次のアクセス権が付与されます。ア
クセス権は変更できません。
java.security.AllPermission
ただし，java.lang.RuntimePermission の setSecurityManager アクセス権は付与されませ
ん。
サーブレットエンジンモードの場合，アクセス権が付与されません。
cjstartweb コマンドに -security オプションを指定し，Web コンテナの実行時保護機能を有
効にする場合は，SecurityManager 定義ファイル（web.policy）に適切なアクセス権を設定
してください。

● CTM 機能
互換用の動作モードで使用できる CTM 機能について次の表に示します。
表 A-7 互換用の動作モードで使用できる CTM 機能
CTM 機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

CTM によるリクエストの流量制御と優先制御

◎

×

CTM によるリクエストの閉塞制御

◎

×
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CTM 機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

CTM によるリクエストの負荷分散

◎

×

CTM によるリクエストのキューの滞留監視

◎

×

CTM のゲートウェイ機能を利用した TPBroker ／ OTM クライアント
との接続

◎

×

CTM の稼働統計情報の出力／収集

◎

×

（凡例）
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない

● 統合ユーザ管理機能
互換用の動作モードで使用できる統合ユーザ管理機能について次の表に示します。な
お，サーブレットエンジンモードを使用している場合，統合ユーザ管理 GUI を使用し
た機能は使用できません。それ以外の機能については，サーバの動作モードによる差
異はありません。
表 A-8 互換用の動作モードで使用できる統合ユーザ管理機能
統合ユーザ管理機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

Cosminexus 標準ログインモジュールを使用したログイン

◎

◎

Cosminexus 標準ログインモジュールを使用したユーザ情報リポジト
リへのアクセス

◎

◎

統合ユーザ管理のセッション管理

◎

◎

シングルサインオン

◎

◎

カスタムログインモジュールを使用したログイン

◎

◎

統合ユーザ管理をするためのアプリケーション開発

◎

◎

リポジトリ管理

◎

×

リソース監視

◎

×

（凡例）
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない

● ログ運用および障害検知に使用する機能
互換用の動作モードで使用できるログ運用および障害検知に使用する機能について次
の表に示します。
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表 A-9 互換用の動作モードで使用できるログ運用および障害検知に使用する機能
ログ運用および障害検知に使用する機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

稼働情報の監視（稼働情報の収集機能）

×

×

稼働情報の監視（運用管理コマンド・運用管理ポータルの機能）

◎

×

リソースの枯渇監視

×

×

Management イベントによる処理の自動実行

×

×

CTM の稼働統計情報の収集

◎

×

システムの処理性能の解析

◎※

◎

ユーザログ出力

◎

◎

コンソールログ出力

◎

×

障害検知時コマンド

◎

×

snapshot ログ収集

◎

◎

（凡例）
◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない
注※

ベーシックモードの場合，次の機能レイヤでは性能解析情報を出力しません。

• JTA
• JCA コンテナ
• DB Connector

● J2EE アプリケーションの運用機能
互換用の動作モードで使用できる J2EE アプリケーションの運用機能について次の表
に示します。
表 A-10 互換用の動作モードで使用できる J2EE アプリケーションの運用機能
J2EE アプリケーションの運用機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

J2EE アプリケーションのリクエストの同時実行数の動的変更

◎

×

J2EE アプリケーション実行
時間の監視とキャンセル

メソッドタイムアウト機能

×

×

メソッドキャンセル機能

×

×

J2EE アプリケーションのサービスの閉塞

◎

◎

J2EE アプリケーションの停
止

通常停止

○

○

強制停止

×

×
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J2EE アプリケーションの運用機能

J2EE アプリケーションの入
れ替え

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

Web アプリケーションのサービスの
部分閉塞による入れ替え

○

○※ 1

リデプロイ機能による入れ替え

◎

×

リロードによる入れ替え ※ 2

×

◎

×

×

テストモードでの J2EE アプリケーションの実行
（凡例）
○：使用できる

◎：J2EE の機能に加えて Application Server で拡張した機能を使用できる，または
Application Server 独自の機能を使用できる
×：使用できない
注※ 1

Web サーバに Hitachi Web Server を使用している場合だけ使用できます。

注※ 2

サーブレットエンジンモードで使用できるリロード機能は，1.4 モードで使用できるリロー

ド機能とは差異があります。サーブレットエンジンモードで使用できるリロード機能については，
「付録 C.2

Web アプリケーションの更新検知とリロード」を参照してください。

● システムの監査機能
互換用の動作モードで使用できるシステムの監査機能について次の表に示します。
表 A-11 互換用の動作モードで使用できるシステムの監査機能
システムの監査機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

監査ログ出力機能

×

×

データベース監査証跡連携機能

×

×

（凡例）
×：使用できない

● クラスタソフトウェアによる系切り替え機能
互換用の動作モードで使用できるクラスタソフトウェアによる系切り替え機能につい
て次の表に示します。
表 A-12 互換用の動作モードで使用できるクラスタソフトウェアによる系切り替え機能
クラスタソフトウェアによる系切り替え機能

ベーシック
モード

サーブレット
エンジンモー
ド

1:1 系切り替えシステム

○

×

相互系切り替えシステム

○

×

N:1 系切り替えシステム

×

×
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（凡例）
○：使用できる
×：使用できない

● Management Server の管理対象となる J2EE サーバについて
ベーシックモードで動作している J2EE サーバは Management Server の管理対象と
なりますが，サーブレットエンジンモードで動作しているサーバ（Web コンテナサー
バ）は Management Server の管理の対象にはなりません。このため，サーブレット
エンジンモードの場合は次の制限があります。
• JP1 連携は，Management Server を利用した運用をしていることが前提となる機能
です。このため，ベーシックモードで動作している J2EE サーバは JP1 連携による
管理の対象となりますが，サーブレットエンジンモードで動作しているサーバ
（Web コンテナサーバ）は JP1 連携による管理の対象にはなりません。なお，JP1
連携による運用管理機能と動作モードは，直接関係ありません。

付録 A.3 サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモー
ドの比較
サーブレットエンジンモードは互換用のサーバの動作モードです。旧バージョンでサー
ブレットエンジンモードを使用していた場合には，推奨の動作モードである J2EE サー
バモードの 1.4 モード（以降，J2EE サーバモードと呼びます）への移行をお勧めしま
す。ここでは，移行時の留意事項として，サーブレットエンジンモードと J2EE サーバ
モードを比較し，機能の差異およびシステムの構築方法の差異について説明します。
サーブレットエンジンモードから J2EE サーバモードへ移行する場合には，次の差異に
留意する必要があります。
● システムの構築方法
● Web アプリケーションのデプロイと設定
● Web サーバの使用方法
● データベースとの接続
● Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタ
● Web アプリケーションのリロード
● システムの起動および停止
● 使用するメモリ，スレッド数，ポート番号

（1） システムの構築方法
サーブレットエンジンモードでは，Web コンテナサーバ用の usrconf.properties や
usrconf.cfg を編集し，cjwebsetup などのコマンドを実行してシステムを構築しますが，
J2EE サーバモードでは次の 3 種類のシステム構築方法があります。
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● Smart Composer 機能を使用して構築する
Smart Composer 機能で提供するファイルおよびコマンドを使用し，推奨構成でシス
テムを構築します。システム構築の概要については，
「16.

システムの構築」を参照

してください。システム構築の詳細については，マニュアル「Cosminexus

簡易構

築・運用ガイド」を参照してください。
● 運用管理ポータルを使用して構築する
運用管理ポータルに設定内容を入力し，任意の構成でシステムを構築します。システ
ム構築の概要については，
「16. システムの構築」を参照してください。運用管理
ポータルでのシステム構築方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構

築ガイド」を参照してください。
● ファイル編集とコマンド実行によってシステムを構築する
J2EE サーバ用の usrconf.properties や usrconf.cfg を編集し，cjsetup などのコマン
ドを実行し，任意の構成でシステムを構築します。システム構築の概要については，
「16. システムの構築」を参照してください。また，ファイル編集とコマンド実行で
のシステム構築方法については，マニュアル「Cosminexus

システム構築ガイド」

を参照してください。
どの方法でシステムを構築するかは，どのようなシステムを構築してどのように運用す
るかによって決定します。システム構築方法の検討については，マニュアル
「Cosminexus

システム設計ガイド」を参照してください。

（2） Web アプリケーションのデプロイと設定
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでは，Web アプリケーションのデプ
ロイおよび属性の設定方法が異なります。
（a） Web アプリケーションのデプロイ
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでは，Web アプリケーションのデプ
ロイ方法が異なります。
● サーブレットエンジンモードの場合
次のどちらかの方法で，Web アプリケーションを Web コンテナサーバにデプロイし
ます。
• WAR ファイルのコピー
• ディレクトリのコピー
また，WAR ファイル，またはディレクトリを削除することで，アンデプロイできま
す。
● J2EE サーバモードの場合
Web アプリケーションを J2EE サーバにデプロイするためには，Web アプリケーショ
ンをアーカイブ形式，または展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションにして
からデプロイします。
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• Web アプリケーションからアーカイブ形式の J2EE アプリケーションを作成し，
J2EE サーバにインポートおよびデプロイします。
• Web アプリケーションから展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを作成
し，J2EE サーバにインポートおよびデプロイします。
また，アーカイブ形式，または展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをア
ンデプロイします。
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードの Web アプリケーションのデプロイ
およびアンデプロイ方法の違いを次に示します。
項目

サーブレットエンジンモードの場合

J2EE サーバモードの場合

WAR ファイルの
コピーの場合

ディレクトリのコ
ピーの場合

アーカイブ形式の
場合

展開ディレクトリ
形式の場合

アセンブル

WAR 形式にアセ
ンブルする

アセンブルは不要

EAR 形式または
ZIP 形式にアセン
ブルする

アセンブルは不要

デプロイ／アンデ
プロイ単位

WAR ファイル単
位

ディレクトリ単位

EAR ファイルま
たは ZIP ファイ
ル単位

ディレクトリ単位

入れ替えできる最
小単位

WAR ファイル単
位

JSP ファイルや
Servlet クラス単
位

EAR ファイルま
たは ZIP ファイ
ル単位

JSP ファイルや
Servlet クラス単
位

デプロイ／アンデ
プロイできるタイ
ミング

Web コンテナサーバの起動中／停止中

J2EE サーバの起動中

デプロイ／アンデ
プロイ結果の反映

Web コンテナサーバの起動／再起動後

デプロイ操作完了後

サーブレットエンジンモードから J2EE サーバモードへ移行する場合には，サーブレッ
トエンジンモードでの Web アプリケーションのデプロイ方法と操作性が近い，展開ディ
レクトリ形式によるデプロイ方法をお勧めします。
アーカイブ形式，または展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションについては，
「7. J2EE アプリケーションの実行」を参照してください。
（b） Web アプリケーションの属性の設定
サーブレットエンジンモードの場合は，アプリケーション開発時に Web アプリケーショ
ンの DD（web.xml）を直接編集するか，または hitachi_web.properties のキーを設定し
て，Web アプリケーションの属性を設定します。なお，Web アプリケーションの DD
（web.xml）と hitachi_web.properties は，Web アプリケーションの WEB-INF ディレク
トリ下に置きます。
J2EE サーバモードの場合は，これらに加えて，次の方法でも Web アプリケーションの
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属性を設定できます。
• システム構築時に，サーバ管理コマンドで J2EE アプリケーションを J2EE サーバに
インポートし，属性ファイルを編集して属性を設定します。
• システム構築時に，Server Plug-in で J2EE アプリケーションを J2EE サーバにイン
ポートし，属性を設定します。
サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in では，J2EE アプリケーションの実行時間の
監視や同時実行スレッド数の制御など，J2EE サーバの拡張機能の設定ができます。
J2EE サーバモードの場合は，システム構築時にサーバ管理コマンドまたは Server
Plug-in で設定する方法をお勧めします。サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in の操
作方法，および設定内容については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定
操作ガイド」を参照してください。
なお，hitachi_web.properties の設定内容は，サーブレットエンジンモードと J2EE
サーバモードで異なります。
• サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードで同じ場合
JSP ファイルのコンパイル結果の保持（webserver.jsp.keepgenerated）と TLD ファ
イルの妥当性チェック（webserver.xml.validate）は，hitachi_web.properties または
usrconf.properties で設定します。
• サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードで異なる場合
サーブレットエンジンモードの場合，Web アプリケーションのリロードの設定は，
hitachi_web.properties または usrconf.properties で設定します。
J2EE サーバモードの場合，Web アプリケーションのリロードの設定は，
usrconf.properties で設定します。J2EE サーバ用の hitachi_web.properties では，
Web アプリケーションのリロードの設定はできません。

（3） Web サーバの使用方法
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでは，Web サーバの使用方法が異な
ります。
J2EE サーバモードの場合

サーブレットエンジンモードの場合
Web サーバと連携して使用する

Web サーバと連携して使用する

Web コンテナサーバ内の簡易 Web サーバを使用
する

J2EE サーバ内のインプロセス HTTP サーバを使
用する

Web サーバと連携して使用する方法の場合，サーブレットエンジンモードから J2EE
サーバモードに移行するときは，設定内容には差異はありません。ただし，システムの
構築方法によって設定方法が異なります。
• Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合，Smart Composer 機能で
提供するファイルで Web サーバの設定をします。

1228

付録 A

旧バージョンとの互換用機能

• 運用管理ポータルを使用してシステムを構築する場合，運用管理ポータル上で Web
サーバの設定をします。また，論理 Web サーバとして使用できるのは，Hitachi Web
Server です。
• ファイル編集とコマンド実行によってシステムを構築する場合，設定方法はサーブ
レットエンジンモードと同じです。設定の変更などは必要はありません。
簡易 Web サーバを使用する方法の場合，J2EE サーバモードのインプロセス HTTP サー
バに移行するときは，設定内容および設定方法が異なります。
• Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合，インプロセス HTTP サー
バは使用できません。
• 運用管理ポータルを使用してシステムを構築する場合，運用管理ポータル上でインプ
ロセス HTTP サーバの設定をします。
• ファイル編集とコマンド実行によってシステムを構築する場合，J2EE サーバ用の
usrconf.properties にインプロセス HTTP サーバの設定をします。なお，簡易 Web
サーバを使用する方法で Web コンテナサーバ用の usrconf.properties の
webserver.connector.http. で始まるキーに設定していた内容は，インプロセス HTTP
サーバでは J2EE サーバ用の usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http. で始まるキーに設定します。
なお，インプロセス HTTP サーバでは，サーブレットエンジンモードの簡易 Web サーバ
よりも機能が多く，同時実行スレッド数の制御などの機能も使用できます。インプロセ
ス HTTP サーバについては，「4.3 インプロセス HTTP サーバによるリクエストの受け
付け」を参照してください。

（4） データベースとの接続
Web アプリケーションから JDBC を使用してデータベースに接続をする場合，サーブ
レットエンジンモードと J2EE サーバモードでは Web アプリケーションの実装方法およ
び設定方法が異なります。
（a） データベースとの接続に使用できるクラスとインタフェース
サーブレットエンジンモードの Web アプリケーションの場合，使用できるのは java.sql
パッケージで定義されたクラス，インタフェースだけです。java.sql.DriverManager ク
ラスの getConnection メソッドを使ってデータベースコネクションを取得し，コネク
ションプール機能が使用できます。
J2EE サーバモードの Web アプリケーションの場合，java.sql パッケージと javax.sql
パッケージで定義されたクラス，インタフェースが使用できます。このうち，
javax.sql.DataSource クラスの getConnection メソッドを使ってデータベースコネク
ションを取得する方法をお勧めします。この場合，コネクションプール機能が使用でき，
さらにローカルトランザクションやグローバルトランザクション配下でデータベースコ
ネクションを使用できるようになります。
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javax.sql.DataSource クラスを使用してデータベースコネクションを取得する例を次に
示します。

import javax.naming.InitialContext;
import javax.sql.DataSource;
import java.sql.Connection;
public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
throws ServletException, java.io.IOException {
・・・
InitialContext ic = new InitialContext();
// JNDIの初期コンテキス
トの生成
DataSource ds = (DataSource)ic.lookup( java:comp/env/MyDB );
// DataSource
をlookupにより取得
Connection con = ds.getConnection();
// DataSourceからコネク
ションを取得・・・
}

（b） ルックアップの方法
J2EE サーバモードでは javax.sql.DataSource クラスを JNDI のルックアップで取得し
ます。ルックアップの実装および設定方法を次に示します。なお，ここでは，サーバ管
理コマンドを使用した設定方法について説明します。
● ルックアップ名称の定義
Web アプリケーションの開発時に，Web アプリケーションの lookup メソッドの引数
に「java:comp/env/<<res-ref-name> タグ指定値 >」と指定して実装します。
● リソースの参照の定義
次のどちらかの方法でリソースの参照を定義します。
• Web アプリケーションの開発時に定義します。Web アプリケーションの DD
（web.xml）を編集し，<resource-ref> タグでリソースの参照を定義します。
• システム構築時に定義します。サーバ管理コマンドで J2EE アプリケーションを
J2EE サーバにインポートし，Web アプリケーションの WAR 属性ファイルの
<resource-ref> タグで，リソースの参照を定義します。
● DB Connector への関連づけ
システム構築時に定義します。サーバ管理コマンドで J2EE アプリケーションを
J2EE サーバにインポートし，Web アプリケーションの WAR 属性ファイルの
<resource-ref> タグ下の <linked-to> タグで，関連づける DB Connector の表示名を
定義します。
なお，DB Connector では，ルックアップされるための設定は必要ありません。
（c） コネクションプーリングの方法
J2EE サーバモードでは，Web アプリケーションは DB Connector というリソースアダ
プタを経由してデータベースに接続します。DB Connector は，Web アプリケーション
に対して JDBC のインタフェースを提供します。また，DB Connector を使用する場合，
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Web アプリケーションで開始したトランザクションの配下でデータベースに接続できま
す。
サーブレットエンジンモードで使用する java.sql.DriverManager では，getConnection
メソッドの引数に与えるデータベース URL によって接続先データベースを指定します
が，J2EE サーバモードで使用する DB Connector は，データベースとの接続方法やトラ
ンザクションの形態によって実装が分かれています。このため，用途に合わせて DB
Connector を選択し，接続先データベースやコネクションプーリングなどを DB
Connector のプロパティ（サーバ管理コマンドを使用する場合は，Connector 属性ファ
イルに設定）に定義します。
サーブレットエンジンモードと同様に J2EE サーバモードでもトランザクション管理な
しでデータベースを使用する場合に，Cosminexus DABroker Library を使用するとき
は，次の DB Connector を選択します。
• DBConnector_DABJ_CP.rar
Cosminexus DABroker Library 用の DB Connector です。ローカルトランザクション
を使用する場合，またはトランザクション管理なしで使用する場合（トランザクショ
ンのサポートレベルに LocalTransaction または NoTransaction を指定する場合）に
選択します。Cosminexus DABroker Library の ConnectionPoolDataSource を使用し
てデータベースに接続します。接続可能なデータベースは，HiRDB と Oracle です。
なお，DBConnector_DABJ_CP.rar 以外の DB Connector については，
「9.4.1 DB
Connector による接続の概要」を参照してください。

（5） Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタ
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでは，使用できるサーブレットフィ
ルタ（built-in フィルタ）の種類と設定方法が異なります。
（a） built-in フィルタの種類
サーブレットエンジンモードでは，HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用できますが，
J2EE サーバモードの場合は，これらに加えて，次の built-in フィルタも使用できます。
• セッションフェイルオーバ用フィルタ
セッションフェイルオーバ機能で使用するフィルタです。J2EE アプリケーションで
実行中のセッション情報を管理します。
built-in フィルタについては，「4.11.1

Cosminexus が提供するサーブレットフィルタ

（built-in フィルタ）
」を参照してください。
（b） built-in フィルタの設定
サーブレットエンジンモードの場合は，アプリケーション開発時に Web アプリケーショ
ンの DD（web.xml）を直接編集し，built-in フィルタを Web アプリケーションに組み込
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みます。J2EE サーバモードの場合は，これに加えて，次の方法でも built-in フィルタを
Web アプリケーションに組み込むことができます。
• システム構築時に，サーバ管理コマンドで J2EE アプリケーションを J2EE サーバに
インポートし，属性ファイルを編集してフィルタを組み込みます。
• システム構築時に，Server Plug-in で J2EE アプリケーションを J2EE サーバにイン
ポートし，属性を設定してフィルタを組み込みます。
J2EE サーバモードの場合は，システム構築時にサーバ管理コマンドまたは Server
Plug-in で設定する方法をお勧めします。

（6） Web アプリケーションのリロード
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでは，Web アプリケーションのリ
ロード機能が異なります。サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードでのリ
ロード機能の違いを次に示します。
項目

J2EE サーバモードの場合

サーブレットエンジンモードの場
合

リロード方法

更新検知によるリロード

更新検知によるリロード，または
コマンド（cjreloadapp）によるリ
ロード

リロードの対象範囲

更新があったファイル※ 1

更新があったファイルとそのファ
イルを参照するファイル

セッション情報の引き継ぎ

セッション情報を引き継ぐかどう
か変更できる

常にセッション情報を引き継ぐ

リロードの設定方法

Web コンテナサーバの
usrconf.properties，または
hitachi_web.properties

J2EE サーバの usrconf.properties
※2

注※ 1
参照先のファイルが更新された場合，参照元のファイルは更新されません。
注※ 2
Smart Composer 機能でシステムを構築する場合には，Smart Composer 機能で提供するファ
イルにリロード機能の設定をします。運用管理ポータルでシステムを構築する場合には，運用
管理ポータル上でリロード機能の設定をします。

リロード時のリクエストの処理や遅延実行など，このほかの Web アプリケーションのリ
ロード機能には，違いはありません。
サーブレットエンジンモードのリロード機能については，「付録 C.2

Web アプリケー

ションの更新検知とリロード」を参照してください。J2EE サーバモードのリロード機能
については，「7.5

J2EE アプリケーションの更新検知とリロード」を参照してくださ

い。
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードの usrconf.properties で指定する，
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リロード機能のキーとそのデフォルト値の対応を次に示します。

フォルト値※ 1

J2EE サーバモードでの
usrconf.properties のデフォル
ト値

Web アプリケーションの更新検知

webserver.context.reloadable
=false

ejbserver.deploy.context.reloa
d_scope=none

Web アプリケーションの更新検知イ
ンターバル

webserver.context.check_inte
rval=1

webserver.context.check_inte
rval
デフォルト値はなし
（ejbserver.deploy.context.ch
eck_interval キーに設定した
値（デフォルト値は 0）を使
用する）
。

Web アプリケーションの構成ファイ
ル更新用インターバル

webserver.context.update.int
erval=0

webserver.context.update.int
erval
デフォルト値はなし
（ejbserver.deploy.context.up
date.interval キーに設定した
値（デフォルト値は 0）を使
用する）
。

Web アプリケーションの遅延実行

webserver.context.reload_del
ay_timeout=0

webserver.context.reload_del
ay_timeout=0

JSP の更新検知インターバル

webserver.jsp.check_interval
=1

webserver.jsp.check_interval
デフォルト値はなし
（ejbserver.deploy.context.ch
eck_interval キーに設定した
値（デフォルト値は 0）を使
用する）
。

JSP の構成ファイル更新用インター
バル

webserver.jsp.update.interva
l=0

webserver.jsp.update.interval
デフォルト値はなし
（ejbserver.deploy.context.up
date.interval キーに設定した
値（デフォルト値は 0）を使
用する）
。

セッション情報の引き継ぎ

webserver.session.persistenc
e.enabled=false

−※ 2

JSP の再コンパイルの有無

webserver.jsp.recompilable=f
alse

−※ 2

設定項目

サーブレットエンジンモード
での usrconf.properties のデ

注※ 1
hitachi_web.properties でもデフォルト値は同じです。ただし，
webserver.context.check_interval と webserver.jsp.check_interval は，
hitachi_web.properties では設定できません。
注※ 2
J2EE サーバモードの usrconf.properties には，対応するキーはありません。常にセッション情
報が引き継がれます。JSP がリロード対象となっていて対象ファイルが更新された場合には，
再コンパイルが実行されます。
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サーブレットエンジンモードでの，Web アプリケーションの更新検知の有無
（webserver.context.reloadable）
，および JSP の再コンパイルの有無
（webserver.jsp.recompilable）の組み合わせを次に示します。
リロード機能の動作

webserver.context.reloadable
キーの値

webserver.jsp.recompilable
キーの値

リロード機能を使用しない

false（デフォルト値）

false（デフォルト値）

サーブレットと JSP をリロードす
る

true

true

サーブレットだけをリロードする

true

false（デフォルト値）

JSP だけをリロードする

false（デフォルト値）

true

J2EE サーバモードでの，J2EE アプリケーションの適用の有無と適用範囲
（ejbserver.deploy.context.reload_scope）
，Web アプリケーションの更新検知インターバ
ル（webserver.context.check_interval）
，および JSP の更新検知インターバル
（webserver.jsp.check_interval）の組み合わせを次に示します。
リロード機能の動作

ejbserver.deploy.contex
t.reload_scope キーの
値

webserver.context.che
ck_interval キーの値

webserver.jsp.check_in
terval キーの値

リロード機能を使用しな
い

none（デフォルト値）

0

0

サーブレットと JSP を
リロードする

web

1 以上

1 以上

サーブレットだけをリ
ロードする

web

1 以上

0

JSP だけをリロードす
る

web

0

1 以上

（7） システムの起動および停止方法
サーブレットエンジンモードでシステムを起動および停止する場合には，cjstartweb コ
マンド，cjstopweb コマンド，cprfstart コマンドなどを使用します。
J2EE サーバモードの場合には，システムの構築方法によって，システムの起動および停
止方法が異なります。
● Smart Composer 機能を使用して構築する場合
cmx_start_target，cmx_stop_target などの Smart Composer 機能で提供するコマン
ドを使用して，Web システム（サービスユニット，J2EE アプリケーション，リソー
スアダプタ）を一括起動，一括停止します。
● 運用管理ポータルを使用して構築する場合
運用管理ポータルの「論理サーバの起動／停止」と「論理サーバのアプリケーション
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管理」で，論理サーバ，J2EE アプリケーション，リソースアダプタを一括起動，一
括停止します。
● ファイル編集とコマンド実行によってシステムを構築する場合
cjstartsv コマンド，cjstopsv コマンドなどのコマンドを使用して，J2EE サーバなど
の各サーバを一つずつ起動，停止します。サーバ管理コマンドを使用して，J2EE ア
プリケーション，リソースアダプタを起動，停止します。

！

注意事項
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードで，サーバ起動時の実行時保護機能のデ
フォルト値が異なるので注意してください。
• サーブレットエンジンモードで，cjstartweb コマンドを使用して Web コンテナサーバを
起動する場合，デフォルトでは実行時保護機能は無効（有効にする場合には -security を
指定）となっています。
• J2EE サーバモードで，cjstartsv コマンドや cjstartrecover コマンドを使用して J2EE
サーバを起動する場合，デフォルトでは実行時保護機能は有効（無効にする場合には
-nosecurity を指定）となっています。

（8） 使用するメモリ，スレッド数，ポート番号
サーブレットエンジンモードと J2EE サーバモードを比較する場合，J2EE サーバモー
ドの方が，機能が多く，メモリやスレッド，ポートなどのリソースを多く消費します。
このため，サーブレットエンジンモードから J2EE サーバモードへ移行する場合には，
注意してください。
各プロセスで使用するポートを次に示します。
● Web コンテナサーバと J2EE サーバのポートの対応
デフォルトのポート

説明

Web コンテナサー
バプロセス

J2EE サーバプ
ロセス※ 1

80（TCP）

インプロセス HTTP サーバの
http ポート

−

○

8080（TCP）

簡易 Web サーバの http ポート

○

−

管理用通信ポート

−

○

8007（TCP）

Web サーバ（リダイレクタ）から
のリクエスト受付ポート

○

○

8005（TCP）

cjstopweb コマンドからのプロセ
ス終了要求の受付ポート

○

−

900（TCP）

ネーミングサービスのリクエスト
受付ポート

−

○

浮動（TCP）※ 2

EJB コンテナのリクエスト受付
ポート

−

○
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デフォルトのポート

説明

Web コンテナサー
バプロセス

J2EE サーバプ
ロセス※ 1

浮動（TCP）※ 2

サーバ管理コマンドの CUI との
通信ポート。

−

○

23152（TCP）

RMI レジストリのリクエスト受付
ポート

−

○

浮動（TCP）※ 2

運用監視エージェントの通信ポー
ト

−

○※ 3

（凡例）
○：使用する

−：使用しない

注※ 1
ここでは J2EE サーバプロセスのポートだけを説明しています。J2EE サーバモードの場合，
CTM を使用する場合などで使用するポートが増えます。
注※ 2
デフォルトの設定です。固定に変更できます。
注※ 3
Management Server と連携する場合だけ使用するポートです。

● Hitachi Web Server のポート
デフォルトのポート

説明

80（TCP）

Hitachi Web Server の http ポート

443（TCP）

Hitachi Web Server の https ポート

● Management Server のポート
デフォルトのポート

説明

28080（TCP）

Management Server の http ポート

28005（TCP）

Management Server の終了要求ポート（ホスト内通信に必要）

28009（TCP）

Management Server の内部通信ポート（ホスト内通信に必要）

● 運用管理エージェントのポート
デフォルトのポート
20295（TCP）
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ベーシックモードでのリソース接続

ここでは，ベーシックモードでのリソース接続について説明します。

付録 B.1
法

接続できるリソースとトランザクションの管理方

ベーシックモードの場合に接続できるリソースの種類とトランザクションの管理方法に
ついて説明します。

（1） 接続できるリソース
ベーシックモードで接続できるリソースについて次の表に示します。
表 B-1 接続できるリソース（ベーシックモード）
リソースの種類
データベース

データベース上のキュー

ベーシックモード

HiRDB

○

Oracle

○

SQL Server

×

XDM/RD E2

×

HiRDB

×

Oracle

×

OpenTP1

×※

SMTP サーバ

○

JavaBeans リソース

○

（凡例） ○：接続できる

×：接続できない

注※
リソースアダプタが Non-Managed 環境での使用に対応している場合には，接続できる場合が
あります。ただし，Application Server によるコネクションプーリングやトランザクション管
理は利用できません。なお，TP1/Message Queue への接続については，マニュアル
「OpenTP1 Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用
の手引」を参照してください。

（2） トランザクションの管理方法
ベーシックモードでは，次のトランザクションを管理できます。
● Application Server が管理するトランザクションのローカルトランザクション
● Application Server が管理しないトランザクション
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付録 B.2

データベース接続の前提条件

ベーシックモードでデータベースに接続する場合の前提条件を，データベースの種類ご
とに示します。
ベーシックモードの場合，データベース接続には，データソースを使用します。使用で
きるトランザクションの種類は，ローカルトランザクションだけになります。
なお，ベーシックモードでは，次のデータベースには接続できません。
● Oracle10g
● SQL Server
● XDM/RD E2

（1） HiRDB の場合
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
データソースを使用して接続します。
なお，トランザクションの管理方法は，Application Server が管理するトランザク
ション，または Application Server が管理しないトランザクションのどちらかを選択
できます。

（2） Oracle9i の場合
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。Oracle
JDBC Thin Driver では接続できません。
JDBC ドライバとして Cosminexus DABroker Library を使用する場合，Oracle クラ
イアントをインストールする必要があります。
● 接続方法
データソースを使用して接続します。
なお，トランザクションの管理方法は，Application Server が管理するトランザク
ション，または Application Server が管理しないトランザクションのどちらかを選択
できます。

（3） Cosminexus DABroker Library の文字コード設定
Cosminexus DABroker Library を使用してデータベースに接続する場合，文字コードを
設定できます。ベーシックモードの場合，usrconf.properties の
ejbserver.jdbc.propertyInfo.ENCODELANG キーに文字コードを設定します。
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usrconf.properties の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。

付録 B.3 データソースによるデータベースへの接続で使用
できる機能
ここでは，データソースによるデータベースへの接続機能について説明します。
なお，データソースの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」を参照してください。
データソースを利用すると，J2EE サーバと連携して，J2EE アプリケーションから次に
示す機能を利用できます。

（1） サインオン
データソースを利用した場合，サインオンの方式として，コンテナ管理のサインオンと
コンポーネント管理のサインオンの両方を使用できます。ただし，コンポーネント管理
でのサインオンの場合，トランザクションの種類によって使用が制限されます。
コンテナ管理でのサインオンの場合
コンテナ管理でのサインオンの場合には，データソースで設定したユーザ名とパス
ワードを使ってデータベースにアクセスします。
コンポーネント管理でのサインオンの場合
データベースへのアクセスは getConnection メソッドで渡されたユーザ名とパス
ワードを使ってデータベースにアクセスします。

（2） コネクション管理
データベースの接続情報は，データソースを介して J2EE サーバで管理され，コネク
ションプールにプーリングされます。

（3） トランザクション管理
ローカルトランザクションでトランザクション管理されます。
トランザクションについては，
「9.3.1(1) Application Server が管理するトランザクショ
ン」を参照してください。

（4） オブジェクトの自動クローズ
データソースは，ユーザハンドル（java.sql.Connection）から生成された，Statement
オブジェクト，PreparedStatement オブジェクト，CallableStatement オブジェクト，
および各種ステートメントや DatabaseMetaData から生成された ResultSet オブジェク
トを自動クローズできます。
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（5） パフォーマンスチューニングのための機能
ベーシックモードでデータベースに接続する場合に，パフォーマンスチューニングのた
めに使用できる機能を，次の表に示します。
表 B-2 ベーシックモードでデータベースに接続する場合に使用できるパフォーマンス
チューニングのための機能
使用可否

機能差※ 1

○

あり

○※ 2

なし

コネクションのアソシエーション

×

−

ステートメントプーリング

×

−

ライトトランザクション

×

−

インプロセストランザクションサービス

×

−

DataSource オブジェクトのキャッシング

○

なし

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化

×

−

受信バッファのプーリング

×

−

機能
コネクションプーリング
コネクションシェアリング

（凡例）○：使用できる

×：使用できない

−：該当しない

注※ 1

1.4 モードとの機能差の有無です。

注※ 2

ベーシックモードでコネクションシェアリング機能を利用するには，コネクションプーリン

グ機能を利用する必要があります。なお，標準 DD の <res-sharing-scope> に Unshareable を指定
してもコネクションシェアリングは有効です。

以降，ベーシックモードで使用できるパフォーマンスチューニングのための機能につい
て説明します。なお，それぞれの機能の概要および目的については，「9.10 パフォーマ
ンスチューニングのための機能」を参照してください。ここでは，ベーシックモードで
特有の説明についてだけ説明します。
コネクションプーリング
J2EE サーバでは，JDBC データソースごとにプールを作成して管理します。JDBC
データソースに最大値，最小値，増加，しきい値などを指定することで，プーリン
グの動作をカスタマイズできます。
J2EE コンポーネントが JDBC データソースから JDBC コネクションを取得したと
き，最小値分の JDBC コネクションが生成されプーリングされます。また，JDBC
コネクションは最大値分までプーリングされます。プール中の未使用 JDBC コネク
ションの数がしきい値分以下になったとき，新たに増加分の JDBC コネクションを
取得してプールに補充します。プーリングされる JDBC コネクションの数は，
J2EE コンポーネントからのデータベースアクセス量に応じて，最大値と最小値の
間になります。
なお，JDBC コネクションプーリングは，同一 JDBC データソースに対して，引数
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なしの getConnection() メソッドと引数ありの getConnection(java.lang.String
username,java.lang.String password) メソッド間では，別のプールになります。
また，引数ありの getConnection(java.lang.String username,java.lang.String
password) メソッド間で username が異なる場合，別のプールになります。なお，
J2EE サーバ間の JDBC コネクションプーリングは，サポートしていません。
コネクションシェアリング
1.4 モードとの機能差はありません。
「9.10.2 コネクションシェアリング・アソシ
エーション」を参照してください。
DataSource オブジェクトのキャッシング
1.4 モードとの機能差はありません。
「9.10.6 DataSource オブジェクトのキャッシ
ング」を参照してください。

（6） フォールトトレランスのための機能
ベーシックモードでデータベースに接続する場合に，フォールトトレランスのために使
用できる機能を，次の表に示します。
表 B-3 ベーシックモードでデータベースに接続する場合に使用できるフォールトトレラ
ンスのための機能
使用可否

機能差※

コネクションの障害検知

×

−

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち

×

−

コネクションの取得リトライ

○

なし

コネクションプールの情報表示

○

あり

コネクションプールのクリア

○

なし

コネクションの強制クローズ

○

あり

コネクションの自動クローズ

○

あり

コネクションスイーパ

○

なし

トランザクションタイムアウト

×

−

トランザクションリカバリ

×

−

障害調査用 SQL の出力

×

−

コネクションプールのクラスタ化

×

−

機能

（凡例）○：使用できる
注※

×：使用できない

−：該当しない

1.4 モードとの機能差です。

以降，ベーシックモードで使用できるフォールトトレランスのための機能について説明
します。
なお，それぞれの機能の概要および目的については，
「9.11 フォールトトレランスのた
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めの機能」を参照してください。ここでは，ベーシックモードで特有の説明についてだ
け説明します。
コネクションの取得リトライ
1.4 モードとの機能差はありません。
「9.11.5 コネクションプールのクリア」を参
照してください。
コネクションプールの情報表示
コネクションプール内のコネクションの情報を，コマンドを使用して表示できます。
コネクションプール情報の表示には，cjclosecn コマンドを使用します。コマンドの
詳細については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」を参照し

てください。
コネクションプールのクリア
1.4 モードとの機能差はありません。
「9.11.3 コネクションの取得リトライ」を参
照してください。
コネクションの強制クローズ
アプリケーションの Connection.close メソッドの記述もれによってクローズされな
いコネクションは，コネクションプール内で使用中状態のまま再利用されません。
これらのコネクションは，cjclosecn コマンドを使用して強制クローズできます。コ
マンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」

を参照してください。
コネクションの自動クローズ
EJB コンテナによるコネクション自動クローズだけが有効になります。また，対象
となるリソースは，データソースだけです。
コネクションスイーパ
1.4 モードとの機能差はありません。
「9.11.7 コネクションスイーパ」を参照して
ください。
トランザクションタイムアウト
• ローカル呼び出し最適化機能を使用するかどうかによって，トランザクションタ
イムアウト後の JTA および JDBC インタフェースにアクセスできない期間が異な
ります。
ローカル呼び出し最適化機能を使用しない場合，該当するトランザクションを含
むリモートインタフェースのメソッドが終了すればアクセスできます。ローカル
呼び出し最適化機能を使用する場合は，リクエスト終了するまでアクセスできま
せん。
• トランザクションタイムアウトが発生すると，トランザクションの状態が
javax.transaction.Status.STATUS_NO_TRANSACTION になるため，Required
属性，Supports 属性，または Never 属性のビジネスメソッドが呼び出されます。
トランザクションタイムアウト後にビジネスメソッドが呼び出されないようにす
るには，Mandatory 属性を使用してください。ただし，ローカル呼び出し最適化
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機能を使用する場合は，トランザクションタイムアウト後に新しいトランザク
ションを開始できないので，タイムアウト後に Required 属性または
RequiresNew 属性のビジネスメソッドは呼び出されません。
• ローカル呼び出し最適化機能を使用して，タイムアウトの発生後に Stateful
Session Bean（BMT）を呼び出した場合，またはリモートインタフェースのメ
ソッド呼び出し中（トランザクションがサスペンド中）にタイムアウトが発生し
た場合，J2EE アプリケーションにタイムアウトの発生を通知しません。
J2EE アプリケーションでこの内容を考慮していない場合，意図しない DBMS の
アクセスによる，データの不整合などの問題が発生するおそれがあります。この
問題を回避するため，ローカル呼び出し最適化機能を使用しないか，または次の
対策を行ってください。
JTA，または JDBC インタフェースのアクセスで例外が発生した場合，およびリ
モートインタフェースのメソッド呼び出しで RemoteException 例外が発生した場
合は，リクエストを終了させます。また，Stateful Session Bean（BMT）を使用
する場合は，そのメソッド内で，JTA，JDBC インタフェースに対して，必ずア
クセスします。

（7） データソースを使用するときの注意
• java.sql.Connection を，複数のトランザクション間で再利用することはできません。
java.sql.Connection をトランザクション内で利用する場合には，トランザクションご
とに，javax.sql.DataSource から getConnection() メソッドを使用してコネクション
を取得してください。
• java.sql.Connection のような JDBC インタフェースの API で SQLException 例外が
発生すると，コネクションクローズで該当コネクションの接続が維持されていても，
コネクションプールに戻さないで破棄します。その結果，余分なコネクション生成が
発生して性能に影響を与えることがあります。

付録 B.4

リソースへの接続テスト

データソースのプロパティ設定後，設定した内容が正しいかどうか，検証することがで
きます。ここでは，接続テストでの検証項目と，接続テストの前提条件について説明し
ます。
なお，接続テストの実行手順や，データソースの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
接続テストで検証される内容は，接続するリソースごとに異なります。
ベーシックモードの場合に，リソースごとの接続テストで検証できる内容を，次の表に
示します。
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表 B-4 接続テストでの検証内容
リソースの種類

接続方法

接続テストでの検証内容

データベース

データソース

• Driver を使用していること
• Cosminexus DABroker Library の設定が正しいこ
と
• データベースとの接続を確立できること

SMTP サーバ

メールコン
フィグレー
ション

• SMTP サーバへの接続を確立できること

付録 B.5

JTA によるトランザクション実装時の注意事項

JTA を使用してトランザクションを実装したプログラムは，J2EE サーバの動作モード
によって異なる動作をする場合があります。ベーシックモードの場合のプログラムの処
理内容，および動作を次に示します。1.4 モードの場合については，「9.17.5

JTA によ

るトランザクション実装時の注意事項」を参照してください。
表 B-5 ベーシックモードの場合の JTA の動作
処理の内容

動作

• EJB 呼び出しで，java.rmi.RemoteException または
java.rmi.RemoteException を継承した例外が発生し
た場合
• CORBA のシステム例外が発生した場合

クライアント側のトランザクションは，ロー
ルバックにマークされません。

トランザクションタイムアウト発生後に，
javax.transaction.UserTransaction.commit メソッドを
呼び出した場合

java.lang.IllegalStateException 例外が発生
します。

トランザクションタイムアウト発生後に
javax.transaction.UserTransaction.rollback メソッド
を呼び出した場合

java.lang.IllegalStateException 例外が発生
します。

トランザクションタイムアウト後の
javax.transaction.UserTransaction.getStatus メソッド
の戻り値

javax.transaction.Status.STATUS_NO_TR
ANSACTION が返されます。

javax.ejb.SessionSynchronization を実装した EJB の
beforeCompletion メソッド，または afterCompletion
メソッドからの EJB 呼び出し

呼び出せません。呼び出すと，
javax.transaction.SystemException 例外が
発生します。
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サーブレットエンジンモードで使用できる
Web コンテナの機能

Web コンテナは，J2EE サーバモードおよびサーブレットエンジンモードで使用されま
すが，動作モードによって使用できる機能および機能の内容が異なります。この章では，
サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能について説明します。
Web コンテナでは，Web アプリケーションの実行機能を提供するコンテナの機能と，
Web サーバと連携するためのリダイレクタの機能を提供しています。
サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能を次の表に示します。
表 C-1 サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能
機能

参照先

Web アプリケーションの実行

付録 C.1

アプリケーションの更新検知とリロード

付録 C.2

セッション管理機能のセッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加※ 1

4.4.5

文字コード変換※ 1

4.5

JSP ファイルのコンパイル結果の保持

付録 C.3

アプリケーションのイベントリスナ※ 2

4.8，付録 C.4

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング※ 2

4.11，付録 C.5

Web コンテナのセキュリティ管理※ 2

4.13，付録 C.6

EJB コンテナとの連携※ 2

4.14，付録 C.7

データベースとの接続

付録 C.8

Web コンテナによるスレッドの作成

付録 C.9

同時実行スレッド数の制御※ 2

4.17，付録 C.10

ユーザスレッドの使用※ 1

付録 C.11

通信タイムアウトの設定※ 1

4.22

Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振り分け※ 1

4.23

エラーページのカスタマイズ※ 1 ※ 3

4.24

ドメイン名指定でのトップページの表示※ 2

4.25，付録 C.12

Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知※ 1

4.26

Web サーバ連携および簡易 Web サーバでの IP アドレスの指定※ 1

4.27

静的コンテンツのキャッシュ※ 2

4.28，付録 C.13

簡易 Web サーバ機能

付録 C.14
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注※ 1
使用できる機能および使用方法は，J2EE サーバモードとの差異はありません。サーブレット
エンジンモードの場合，J2EE サーバを Web コンテナサーバに置き換えてください。
注※ 2
これらの機能の概要については，動作モードの違いによる差異はありませんが，サーブレット
エンジンモードの場合，使用方法や使用できる機能に差異があります。サーブレットエンジン
モードの場合の差異については，「付録 C

サーブレットエンジンモードで使用できる Web コ

ンテナの機能」の各項を，機能の概要については，
「4.

Web コンテナ」の各節を参照してくだ

さい。
注※ 3
Web サーバとして，Hitachi Web Server を使用する場合だけ使用できる機能です。Microsoft
IIS を使用する場合，この機能は使用できません。

Cosminexus で提供する Web コンテナの機能には，J2EE で規定された機能に
Cosminexus 独自の機能を拡張したものと，Cosminexus 独自の機能として提供している
ものがあります。Cosminexus 独自の機能かどうかについては，「2.

アプリケーション

サーバの機能（J2EE アプリケーションを実行する場合）
」を参照してください。
以降の節で，サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能の詳細につ
いて説明します。

参考
アプリケーション開発時に，Cosminexus が提供する cjjsp2java コマンドを使用すること
で，JSP ファイルから Java ソースファイルを生成し，JSP に記述ミスがないかを確認でき
ます。

付録 C.1

Web アプリケーションの実行

Web コンテナでは，Web アプリケーションを実行できます。ただし，サーブレットエン
ジンモードの場合，Java Servlet2.4 仕様，および JavaServer Pages（JSP）2.0 仕様に
準拠した Web アプリケーションは実行できません。また，Web コンテナを使用して
Web アプリケーションを実行するには，必ず Web サーバとして Hitachi Web Server ま
たは Microsoft IIS を使用する必要があります。

（1） Web アプリケーションのデプロイとアンデプロイ
ここでは，サーブレットエンジンモードの場合の Web アプリケーションのデプロイおよ
びアンデプロイについて説明します。
（a） Web アプリケーションのデプロイ
サーブレットエンジンモードの場合，WAR 形式の Web アプリケーションをデプロイす
るには，次に示す二つの方法があります。
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• WAR ファイルのコピーによるデプロイ
• ディレクトリのコピーによるデプロイ
Web アプリケーションのデプロイの手順については，マニュアル「Cosminexus

システ

ム構築ガイド」を参照してください。
複数の Web アプリケーションのデプロイ
複数の Web アプリケーションをデプロイした場合，Web アプリケーションごとに独
立のクラスローダが作成されます。このため，異なる Web アプリケーションで同一
のクラス名のクラス（Login サーブレットなど）を用いた場合でも，別々のクラス
ローダ上で独立に扱われます。
（b） Web アプリケーションのアンデプロイ
サーブレットエンジンモードの場合，次に示す二つの方法があります。
• WAR ファイルの削除によるアンデプロイ
• ディレクトリの削除によるアンデプロイ
Web アプリケーションのアンデプロイの手順については，マニュアル「Cosminexus

シ

ステム構築ガイド」を参照してください。

（2） Web アプリケーションを実行する場合の留意事項
ここでは，Web アプリケーションを実行する場合の留意事項について説明します。
（a） サーブレット /JSP のデフォルトマッピングについて
Java Servlet Specification v2.3 では，クライアントがリクエストする URL に対してど
のサーブレットが呼び出されるかの設定（サーブレットマッピング）を DD（WEB-INF/
web.xml）内に記述するように求めていますが，Web コンテナでは，これ以外にも次に
示すマッピングをデフォルトで定義しています。
URL

取り扱い

*.jsp

JSP ファイルとして取り扱われます。

/servlet/*

WEB-INF/classes 以下にあるサーブレットクラス，または
WEB-INF/lib 以下にある JAR ファイルに含まれるサーブレット
クラスが呼び出されます。

（b） DD（WEB-INF/web.xml）内のタグが設定されていない場合のデフォルト値について
Web コンテナでは，次に示すタグが DD（WEB-INF/web.xml）に設定されていない場
合，次に示すデフォルト値を使用します。
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タグ名

設定されていない場合のデフォルト値

welcome-file-list
<welcome-file-list>
<welcome-file>
index.jsp
</welcome-file>
<welcome-file>
index.html
</welcome-file>
<welcome-file>
index.htm
</welcome-file>
</welcome-file-list>
session-timeout

30

mime-mapping

拡張子と MIME タイプとの対応付け。

DD（WEB-INF/web.xml）にこれらのタグを設定している場合には，次の設定となりま
す。
• <welcome-file-list> タグに設定された値が追加されます。
• <session-timeout> タグに設定された値で，デフォルト値を上書きします。
• <mime-mapping> タグに定義した拡張子単位の設定で，デフォルト値を拡張子単位に
上書きします。
なお，DD（WEB-INF/web.xml）の mime-mapping タグにデフォルトで設定されている
拡張子と MIME タイプの対応づけについては，マニュアル「Cosminexus
ス

リファレン

定義編」を参照してください。

（c） サーブレットのインスタンス作成数
Web アプリケーション単位に同じクラスのサーブレットのインスタンスを一つ作成しま
す。SingleThreadModel を継承したサーブレットのインスタンスも，一般のサーブレッ
トと同様に Web アプリケーション単位に一つ作成します。
ただし，同一のサーブレットおよび JSP に対して，デフォルトのマッピングと DD に記
述したマッピングの両方でアクセスすると，それぞれに別のインスタンスが生成されま
す。
また，SingleThreadModel を継承した単一のサーブレットに対して，Web アプリケー
ション単位にリクエストが並列に複数到着した場合，各スレッドがオーバラップしない
で 1 スレッドずつ順に実行するように制御します。
（d） クエリ文字列の解析について
クエリ文字列は，URL の ? マーク以降に，" 名前 = 値 " の組が一つ以上組み合わさって
構成されます。
Cosminexus では，" 名前 = 値 " の部分に複数の "=" がある場合，最初の "=" より前の文
字列が名前，後ろの文字列が値となります。例えば，URL が「http://host/
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examples?a=b=c」の場合は，
「名前 "a" の値は "b=c"」と解析されます。

付録 C.2

Web アプリケーションの更新検知とリロード

サーブレットエンジンモードでは，Web コンテナ上のアプリケーションの更新を検知し，
更新したアプリケーションをリロードする機能を備えています。この機能によって，
Web コンテナサーバを再起動することなく，デプロイ済みのサーブレットや JSP を動的
に入れ替えることができます。この機能は，Web アプリケーション開発時のテストを支
援する機能として利用します。
リロード機能には，次の二つがあります。
• Web アプリケーションのリロード機能
Web コンテナサーバ起動中に Web アプリケーションを更新すると，Web コンテナは
Web アプリケーションが更新されたことを検知し，更新後の Web アプリケーション
をリロードします。
• JSP ファイルの再コンパイル機能
Web コンテナサーバ起動中に JSP を更新すると，Web コンテナは JSP が更新された
ことを検知し，更新後の JSP を再コンパイルします。
これらの機能によって，Web コンテナサーバにロード済み※のサーブレットまたは JSP
を，Web コンテナサーバ起動中に更新後のサーブレットまたは JSP に置き換えができま
す。
注※
Web コンテナサーバの起動後にアクセスされたサーブレット /JSP，または web.xml
の <load-on-startup> タグに指定されているサーブレット /JSP を指します。
● 更新検知の対象となるファイル
Web アプリケーションのリロード機能および JSP ファイルの再コンパイル機能の対象
は，webapps 下にデプロイされた Web アプリケーションのディレクトリ下のファイ
ルです。
webapps は，次の場所にあります。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥webapps
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/webapps
なお，WAR ファイルのコピーでのデプロイの場合，Web コンテナサーバ起動後に展
開されたディレクトリ内のファイルが対象です。
Web アプリケーションのリロードと，JSP ファイルの再コンパイルについて次に示しま
す。
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（1） Web アプリケーションのリロード
Web アプリケーションのリロードの条件について説明します。
（a） Web アプリケーションのリロードの条件
Web コンテナサーバ起動後，更新検知対象のファイルが次に示す条件でリロードされま
す。
表 C-2 リロードの条件
更新検知対象のファイル種別

リロードの条件

Windows の場合
WEB-INF¥classes ディレクトリ下のクラスファ
イルおよびリソースファイル
（java.util.ResourceBundle によってロードされた
ファイルなど）
UNIX の場合
WEB-INF/classes ディレクトリ下のクラスファイ
ルおよびリソースファイル
（java.util.ResourceBundle によってロードされた
ファイルなど）

• ロード時の更新日時と異なる場合
• ロードされたファイルが削除された場合

Windows の場合
WEB-INF¥lib ディレクトリ下の JAR ファイル
UNIX の場合
WEB-INF/lib ディレクトリ下の JAR ファイル

• ロード時の更新日時と異なる場合
• JAR ファイルが追加された場合
• JAR ファイルが削除された場合

（b） リロード処理の流れ
Web アプリケーションの更新を検知して，リロードするまでの流れを次の図に示します。
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図 C-1 Web アプリケーションの更新検知からリロードまでの動作

1. Web アプリケーションを更新する
2. Web コンテナが Web アプリケーションの更新を検知する
Web コンテナは，設定した間隔で Web アプリケーションが更新されているかどうか
チェックします。この間隔は，更新検知のインターバルで設定します。詳細について
は，
「(2)(a)

更新検知のインターバル」を参照してください。

また，更新を検知してから，手順 3. の処理を実施するまでのインターバルを設定でき
ます。インターバルの設定については，
「(2)(b)

リソース更新用インターバル」を参

照してください。
3. 新規リクエストを実行待ち状態にする
なお，処理中のリクエストはそのまま実行します。
デフォルトでは，新規リクエストを実行待ちにしますが，処理中のリクエストの処理
が終わってから，新規リクエストを実行待ちにすることもできます。この場合，リ
ロード遅延実行の設定が必要になります。リロード遅延実行については，
「(2)(c) リ
ロード遅延実行（任意）
」を参照してください。リロード遅延実行の設定は任意とな
ります。
4. Web アプリケーションの終了処理をする
終了処理では次の処理が実行されます。
• リロード前のクラスローダにローディングされたサーブレットのインスタンスが破
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棄されます。サーブレットが destroy メソッドを実装している場合，destroy メ
ソッドが実行されます。また，JSP ファイルから生成されたサーブレットのインス
タンスも破棄されます。この際，JSP ファイルが，jspDestroy メソッドを実装して
いる場合，jspDestroy メソッドが実行されます。
• javax.servlet.ServletContext に登録されたオブジェクトは破棄されます。
5. セッション情報（javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトに登録したオブジェク
ト）をシリアライズ※し，セッション情報ファイルに出力する
セッション情報を引き継ぐかどうかを設定できます。セッション情報を引き継ぎたい
場合に指定してください。詳細については，「(2)(d) リロード時のセッション引き継
ぎ（任意）」を参照してください。
6. Web アプリケーション単位のクラスローダを新規に作成する
Web アプリケーションのリロード処理が実行されると，Web アプリケーション単位
のクラスローダが新たに作成され，リロード後のリクエスト処理で使用されます。す
でにロードされているサーブレットについては，destroy メソッドが実行され，イン
スタンスを破棄します。
7. セッション情報ファイルからセッション情報を読み込み，デシリアライズ※する
セッション情報ファイルからセッション情報を読み込み，リロード後のクラスローダ
上でデシリアライズします。セッション情報の引き継ぎを設定している場合だけ実施
されます。
8. セッション情報ファイルを削除する
セッション引き継ぎを指定している場合だけ実施されます。
9. Web アプリケーションの開始処理をする
リロード後は，初回アクセス時に更新後のサーブレットのインスタンスが作成され，
init メソッドが実行されます。
10.リクエスト処理を再開する
3. で実行待ちにしていたリクエストの処理を再開します。
注※
シリアライズ処理，およびデシリアライズ処理の時間は，リロードを実行している
Web アプリケーション上で生成されたセッション数，
javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクトの容量などに
依存します。

（2） リロードの動作に関する設定
アプリケーションの更新検知とリロード機能は，デフォルトの設定では実行されません。
必要に応じて実行するように設定してください。
この機能では，次の動作をカスタマイズできます。
● 更新検知のインターバル
● リソース更新用インターバル
● リロード遅延実行（任意）
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● リロード時のセッション引き継ぎ（任意）
リロードの動作に関する設定は，Web コンテナサーバのプロパティ，または Web コンテ
ナ上で動作する Web アプリケーションプロパティとして設定します。アプリケーション
の更新検知とリロードの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイ
ド」を参照してください。
（a） 更新検知のインターバル
Web アプリケーションの更新を検知する間隔を設定できます。更新検知は，デーモンス
レッドによって実行されます。デフォルトでは 1 秒間隔となっています。
更新検知インターバルの値を大きくすると，構成ファイルを監視する間隔が長くなり，
ファイル更新後のリロードの反映が遅くなります。また，値を小さくすると，リロード
の反映が早くなります。

ポイント
更新検知の対象となるファイル数が増えると，更新検知処理のオーバーヘッドが大きくな
り，CPU 使用率が高くなります。このような場合は，更新検知インターバルを変更するこ
とによって，性能への影響が小さくなります。更新検知インターバルの値は大きくすること
をお勧めします。

（b） リソース更新用インターバル
Web アプリケーションの更新を検知してから，処理中のリクエスト数の監視を実施する
までの時間を設定できます。
Web コンテナは，ファイル（リソース）の更新を検知すると，更新するファイルをコ
ピーし，処理中のリクエスト数の監視を開始します。処理中のリクエストの処理が完了
すると，コピーしたファイルをロードします。ファイルの容量が大きい場合，ネット
ワークを経由した場合や，ファイルが複数ある場合には，ファイルコピーなどの処理時
間が長くなることがあります。このとき，ファイルコピーが完了する前に処理中のリク
エストがなくなると，ファイルコピー中にロードが開始されて，ロードに失敗するおそ
れがあります。これを回避するため，ファイルコピーに掛かる時間を考慮してコピーが
完了してからロードが開始されるように，構成ファイルの更新を検知してから処理中の
リクエスト数の監視を開始するまでの時間をリソース更新用インターバルとして設定し
ておくことができます。

ポイント
• リソース更新用インターバルには，実際に掛かるコピー時間にゆとりを持たせた時間を設
定することをお勧めします。
• 複数のファイルを同時に更新する場合，複数のファイルの更新に掛かる時間を算出して，
設定してください。
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（c） リロード遅延実行（任意）
ファイル（リソース）の更新を検知してから，リロードを開始するまでの時間を設定で
きます。リロード遅延実行の時間を設定している場合に，Web アプリケーションの更新
を検知すると，リロードの開始を遅延実行に指定した時間まで遅らせます。指定した時
間内に処理中のリクエストがなくなるか，または指定した時間がくると，アプリケー
ションのサービスを停止してリロードを開始します。これによって，処理中のリクエス
トの実行待ち時間を減らすことができるため，アプリケーションのサービス停止期間を
最小限にできます。
なお，デフォルトでは，リロード遅延実行が設定されていません。デフォルトでは次の
ような動作となります。
1. Web コンテナがリソースの更新を検知すると，アプリケーションのサービスを停止す
る
2. リクエストを次のように処理する
• 新規のリクエスト：実行待ちにする
• 処理中のリクエスト：すべてのリクエストを処理する
3. 処理中のリクエストの処理が完了すると，リロードが実施される
リロードの遅延実行が設定されていないと，アプリケーションのサービス停止の期間が
長くなります。これを回避するため，リロード遅延実行を設定することをお勧めします。
リロード遅延実行を設定した場合と設定しない場合の，アプリケーションのサービス停
止期間の違いを，次の図に示します。
図 C-2 アプリケーションのサービスの停止期間の違い

1254

付録 C

サーブレットエンジンモードで使用できる Web コンテナの機能

（d） リロード時のセッション引き継ぎ（任意）
Web アプリケーションのリロード実行前に生成したセッション情報を，リロード後も継
続して利用するかどうかを設定できます。これによって，リロード前に
javax.servlet.http.HttpSession オブジェクトに登録されているオブジェクトを，リロー
ド後も引き続き利用できるようになります。セッションの情報は，シリアライズされて
セッション情報ファイルに出力されます。セッション情報ファイルは，リロード処理開
始時に作成されます。そして，リロード後にセッション情報がクラスローダ上でデシリ
アライズされ，セッション情報ファイルはリロード処理完了時に削除されます。
なお，セッション引き継ぎ機能を使用しない場合，リロード処理が実行されるとセッ
ション情報はすべて失われます。
（e） 注意事項
Web アプリケーションのリロード機能を使用する際の，注意について説明します。
● リロード機能の使用に関する注意
● Web アプリケーションのリロード機能を使用する場合，web.xml に <error-page> タ
グを定義しないでください。
● Web アプリケーションのリロード機能を使用する場合，Web アプリケーションから
JNI を利用することはできません。リロード処理では Web アプリケーション単位のク
ラスローダを置き換えますが，JNI の仕様では，異なるクラスローダ上で同じネイ
ティブライブラリをロードできないという制限があるためです。
● Web アプリケーションのリロード機能は，Web アプリケーション単位のクラスローダ
を入れ替えることによって，Web コンテナ起動中の Web アプリケーションの入れ替
えを実現しています。そのため，リロード後にリロード前の Web アプリケーション単
位のクラスローダ，または Web アプリケーション単位のクラスローダでロードされた
クラスが参照されるとメモリリークが発生します。
次に，該当する場合を示します。
• スレッドの生成
スレッドはコンテキストクラスローダを保持しますが，デフォルトでは親スレッド
のコンテキストクラスローダを保持します。Web アプリケーション実行時のスレッ
ドは，Web アプリケーション単位のクラスローダをコンテキストクラスローダとし
ているため，生成されたスレッドは Web アプリケーション単位のクラスローダをコ
ンテキストクラスローダとします。そのため，リロード後も該当スレッドが存在す
ると，リロード前の Web アプリケーション単位のクラスローダが解放されないでメ
モリリークが発生します。
• java.lang.Thread クラスまたはその派生クラスのインスタンス生成
java.lang.Thread クラスまたはその派生クラス（以降，スレッドクラス）のインス
タンスを作成すると，所属するスレッドグループから該当スレッドクラスのインス
タンスが参照されます。スレッドグループからの参照は，スレッドの実行を終了
（run メソッドの完了）すると解放されます。そのため，Web アプリケーション内
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でスレッドクラスのインスタンスを生成し，run メソッドを実行しなかった場合は，
該当スレッドクラスのインスタンスが解放されません。また，スレッドはコンテキ
ストクラスローダとして Web アプリケーション単位のクラスローダを保持している
ため，Web アプリケーション単位のクラスローダが解放されないでメモリリークが
発生します。
• スレッドローカル変数の使用
Web コンテナではリクエストを処理するスレッドはプールされていて，Web コンテ
ナ終了時まで終了しません。そのため，スレッドローカル変数に Web アプリケー
ションに含まれるクラスのインスタンスを格納すると，メモリリークが発生します。
• Web アプリケーション外からの参照
usrconf.cfg（Web コンテナサーバ用オプション定義ファイル）の
web.add.class.path キーで指定したクラスパスに存在するクラスは，システムクラ
スローダからロードされます。リロード実行時に該当クラスはアンロードされませ
ん。
このため，該当クラスのクラス変数から Web アプリケーション単位のクラスロー
ダ，または Web アプリケーション単位のクラスローダでロードされたクラスを参照
すると，メモリリークが発生します。
● Web アプリケーションのリロード機能と，JSP の再コンパイル機能を併用する場合，
次のことに注意してください。
• JSP ファイルだけを更新した場合，Web アプリケーションのリロードは実行されま
せん。
• JSP ファイルの再コンパイルが実行されている場合には，リロード処理での JSP の
再コンパイルは停止されることがあります。この場合，JSP ファイルの再コンパイ
ルは，リロード完了後の該当する JSP に対して初めてアクセスするときに実行され
ます。また，web.xml の <load-on-startup> タグに該当する JSP ファイルが指定さ
れている場合は，リロード処理内の Web アプリケーションの初期化処理で実行され
ます。
● リソースの更新に関する注意
● 次の場合にはメモリ不足が発生するおそれがあるため，リソースの更新はリクエスト
のピーク時など負荷の高いときを避けて実施してください。
• リロードの処理は，クラスローダを再作成してクラスをロードし直すため，メモリ
を多く消費します（ただし，消費するメモリ使用量は，Web アプリケーションの実
装に依存します）
。そのため，例えば，複数の Web アプリケーションで，同時にリ
ロード処理を繰り返すと，メモリ不足が発生するおそれがあります。
• リロード処理によって不要になったリソースが JavaVM から解放されるタイミング
は，JavaVM のガーベージコレクションの実行のタイミングに依存します。リクエ
ストのピーク時など，負荷が高いときにリロードを繰り返すと，ガーベージコレク
ションを実行するタイミングがなく，メモリ不足が発生するおそれがあります。
● 複数のリソースを更新する場合，リソース更新用インターバルに，複数のリソースの
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更新（ファイルコピー）に掛かる時間を指定してください。なお，いったん，リソー
スを更新したら，リロード処理が完了する前に別のリソースを更新しないようにして
ください。
● ロード済みのリソース（ファイル）を削除した場合も Web アプリケーションに対する
変更と判断されるため，リロードが実行されます。このため，不用意にリソースを削
除しないよう，注意してください。
● リロード処理実行時の注意
● Web アプリケーションのリロード処理が実行されると，Web アプリケーション単位の
クラスローダを置き換えるため，リロード前に作成されたインスタンスをリロード後
のサーブレットから使用できません。
● 更新前のサーブレットが javax.servlet.ServletContext に登録したオブジェクトはク
リア（削除）されます。更新前のサーブレットが生成したセッションは破棄され，更
新後のサーブレットにアクセスすると新しいセッションが生成されます。さらに，
Web アプリケーションのリロード時には，そのときロードされている JSP もリロード
されます。
● Web アプリケーションのリロード機能を使用すると，更新検知処理のためのオーバー
ヘッドが発生し，監視対象のファイル数の増加に伴ってオーバーヘッドが大きくなる
ため，更新検知間隔を変更して性能への影響を小さくする必要があります。
● リロード処理中に，cjstopweb コマンドで Web コンテナサーバに対して終了要求を発
行した場合は，次のように動作します。
• リロード処理内の Web アプリケーションの初期化処理の開始前の場合
リロード処理を中断し，終了処理が実行されます。
• リロード処理内の Web アプリケーションの初期化処理の開始後の場合
リロード処理完了後に，Web コンテナサーバの終了処理が実行されます。このと
き，リロード処理による実行待ちのリクエストはエラーになります。
● リロードの処理時間に関する注意
リロード処理時間は，Web アプリケーションの実装に大きく依存します。このため，次
の点に注意が必要です。
● セッション情報の容量は，シリアライズ処理時間，デシリアライズ処理時間に大きく
影響します。シリアライズ対象となるセッション情報は，必要十分な容量にしてくだ
さい。
● リロード処理では，Web アプリケーションの終了処理，初期化処理が実行されます。
終了処理，初期化処理が長い場合，リロードの処理時間も長くなり，Web アプリケー
ションのサービス停止期間にも影響があるため注意してください。ただし，リロード
処理で初期化処理が実行されるのは，web.xml の <load-on-startup> タグを設定した
サーブレットや JSP だけです。<load-on-startup> タグを設定していないサーブレッ
トや JSP の初期化処理は，リロード完了後の初回アクセス時に実行されます。
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● セッション引き継ぎ機能を使用する場合の注意
● リロード時のセッション引き継ぎ機能を使用する場合，
javax.servlet.http.HttpSession に登録するセッション情報は，シリアライズできるオ
ブジェクトである必要があります。
● HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクトから参照するオブジェクトは，
transient で宣言されているか，またはシリアライズできるオブジェクトである必要が
あります。以降，参照するオブジェクトも同様です。シリアライズできるオブジェク
トについての詳細は，J2SE の仕様書を参照してください。
● セッション情報としてシリアライズできないオブジェクトを登録した場合は，エラー
が発生します。エラーの内容はオブジェクトによって異なります。
• javax.servlet.http.HttpSession に登録したオブジェクトの場合
HttpSession オブジェクトに登録したオブジェクトが，シリアライズできないオブ
ジェクトである場合，該当するオブジェクトだけを破棄します。破棄されたオブ
ジェクトは，リロードが完了したあとに使用することはできません。また，該当す
るオブジェクトが，javax.servlet.http. HttpSessionBindingListener インタフェー
スを実装していても，Web コンテナからアンバインドされたイベントは通知されま
せん。
• javax.servlet.http.HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェク
トの場合
HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェクトがシリアライズ
できないオブジェクトの場合，すべてのセッション情報が破棄されます。
HttpSession に登録したオブジェクトから参照されるオブジェクトが，HttpSession
に登録したオブジェクトの場合も同様に，すべてのセッション情報が破棄されます。
● シリアライズ対象となるセッションに登録したオブジェクトのクラス，およびそこか
ら参照されるオブジェクトのクラスを，デシリアライズできない構成に更新してリ
ロードを実行した場合，セッションのデシリアライズに失敗します。デシリアライズ
に失敗すると，Web アプリケーション上のすべてのセッション情報が破棄されるので
注意してください。

（3） JSP ファイルの再コンパイル
Web コンテナにロードされた JSP ファイルの更新日時がロード時と異なる場合，再コン
パイルされるように設定できます。ただし，JSP ファイルから生成された Java ファイ
ル，またはクラスファイルを更新しても，再コンパイルの対象にはなりません。
JSP の再コンパイル機能は，デフォルトの設定では実行されません。必要に応じて実行
するように設定してください。
この機能では，次の動作をカスタマイズできます。
● 更新検知のインターバル
● JSP ファイル更新用インターバル
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JSP ファイルの再コンパイルに関する設定は，Web コンテナサーバのプロパティ，また
は Web コンテナ上で動作する Web アプリケーションプロパティとして設定します。ア
プリケーションの更新検知とリロードの設定については，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。
（a） 更新検知のインターバル
JSP ファイルの更新を検知する間隔を指定できます。更新検知は，デーモンスレッドに
よって実行されます。デフォルトでは 1 秒間隔となっています。

ポイント
更新検知の対象となるファイル数が増えると，更新検知処理のオーバーヘッドが大きくな
り，CPU 使用率が高くなります。このような場合は，更新検知インターバルを変更するこ
とによって，性能への影響が小さくなります。更新検知インターバルの値は大きくすること
をお勧めします。

（b） JSP ファイル更新用インターバル
JSP ファイル更新用インターバルとは，JSP ファイルの更新を検知してから，JSP ファ
イルをコンパイルするまでの間隔を指します。
● 設定の指針
• JSP ファイル更新用インターバルには，実際にファイルのコピーに掛かる時間より
も長い時間を設定することをお勧めします。
• 複数のファイルを同時に更新する場合，複数のファイルの更新に掛かる時間を算出
して，設定してください。
（c） 注意事項
• JSP ファイルの再コンパイル機能を使用すると，更新検知処理のためのオーバーヘッ
ドが発生します。監視対象の JSP ファイル数が増えると，オーバーヘッドも大きくな
ります。この場合は，更新検知間隔を長くすることで，性能への影響を少なくできま
す。
• include ディレクティブを使用してインクルードされた JSP ファイルを更新しても，
インクルード元の JSP ファイルは再コンパイルされません。再コンパイルを実行する
場合には，インクルード元の JSP ファイルを更新してください。

付録 C.3

JSP ファイルのコンパイル結果の保持

JSP は，Web コンテナ上でコンパイルされ，Java ソースファイルおよびクラスファイル
が生成されます。Web コンテナでは，JSP のコンパイル結果である，Java ソースファイ
ルおよびクラスファイルを，Web コンテナサーバの再起動時に保持するかどうか設定で
きます。
JSP のコンパイル結果の保持機能は，デフォルトの設定では実行されません。必要に応
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じて実行するように設定してください。
JSP のコンパイル結果の保持に関する設定は，Web コンテナサーバのプロパティをカス
タマイズして設定します。Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズについては，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
ここでは，コンパイル結果が生成，削除されるタイミングについて説明します。また，
Web アプリケーションがアンデプロイされた場合，および JSP ファイルが更新された場
合の JSP コンパイル結果の動作についても説明します。

（1） コンパイル結果の生成
JSP のコンパイル結果は，次のタイミングで生成されます。
• JSP への初回アクセス時
• DD（web.xml）で JSP に対し <load-on-startup> が指定されている Web アプリケー
ションの開始時

（2） コンパイル結果の削除
JSP のコンパイル結果は，次のタイミングで削除されます。
• Web コンテナサーバの起動時※ 1
• Web コンテナサーバの終了時※ 2
注※ 1
次のどちらかの場合にだけ削除されます。
• JSP コンパイル結果を保持しない設定にしている場合
• JSP 用テンポラリディレクトリに JSP コンパイル結果が保持されている場合
これは，サーバが強制終了された場合に備えて実施されます。
注※ 2
JSP コンパイル結果保持を無効にした場合だけ削除します。

（3） Web アプリケーションアンデプロイ時の動作
サーブレットエンジンモードの場合，Web アプリケーションをアンデプロイしても JSP
コンパイル結果は削除されません。このため，JSP のコンパイル結果を保持する設定で
Web コンテナを稼働したあとに JSP コンパイル結果が不要となった場合，または Web
アプリケーションをアンデプロイした場合は，JSP のコンパイル結果を手動で削除する
必要があります。削除方法について次に示します。
削除方法
JSP コンパイル結果の削除をするには，Web コンテナサーバ終了後に，削除対象の
Web アプリケーションの JSP 用テンポラリディレクトリに作成される Web アプリ
ケーション単位のディレクトリ以下を削除します。JSP 用テンポラリディレクトリ
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は，usrconf.properties で設定します。

（4） JSP ファイルを更新する場合の動作
サーブレットエンジンモードでは，JSP ファイルを直接編集，またはファイルの上書き
で更新できます。JSP コンパイル結果を保持している状態では，JSP の初回ロード時に，
保持されたクラスファイルをロードする場合と，更新された JSP ファイルのコンパイル
結果であるクラスファイルをロードする場合があります。どちらのクラスファイルを
ロードするかについては，更新された JSP ファイルと，保持されたクラスファイルの更
新日時によって次のように決まります。
• 更新された JSP ファイルの更新日時が，保持されたクラスファイルの更新日時より新
しい場合，保持されたクラスファイルは使用されません。このため，JSP のコンパイ
ルが実行され，コンパイル後のクラスファイルがロードされます。
• 更新された JSP ファイルの更新日時が，保持されたクラスファイルの更新日時よりも
古い場合，保持されたクラスファイルがそのままロードされます。

付録 C.4

アプリケーションのイベントリスナ

Web アプリケーション単位でのイベントリスナ機能があります。アプリケーションイベ
ントリスナは，Web アプリケーションのデプロイ時にインスタンス化されます。インス
タンス化されたアプリケーションイベントリスナは，サーブレットコンテキストオブ
ジェクトまたはセッションオブジェクトのどちらか一方，または両方の状態変化イベン
トを受け取ります。リスナオブジェクトが受け取るイベントを次に示します。
• セッションオブジェクトの新規生成
• セッションオブジェクトのシリアライズ前※
• セッションオブジェクトのデシリアライズ後※
• セッションオブジェクトの抹消
• セッションオブジェクトの属性の追加，削除，変更
• サーブレットコンテキストオブジェクトの生成
• サーブレットコンテキストオブジェクトの抹消
• サーブレットコンテキストオブジェクトの属性の追加，削除，変更
注※
サーブレットエンジンのベンダ独自処理の都合で，セッションオブジェクトをシ
リアライズして格納，通信し，別の時点でデシリアライズして処理を再開するこ
とが，Servlet API では想定されています。
セッションオブジェクトに，これらのイベント通知が設けられている意図は，セッショ
ンオブジェクトにデータだけでなく，データベースコネクションやオブジェクトリファ
レンスなどの資源を持たせられるようにするためです。セッションオブジェクトに資源
を持たせるような設計のアプリケーションでは，シリアライズの前にいったん資源を解
放し，デシリアライズ後に再び獲得するようにしなければなりません。
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セッションオブジェクトに資源を持たせるという構成は，注意深く利用しないとサーバ
全体の必要資源量を大幅に増大させてしまい，資源が不足するおそれがあります。この
ため，イベントリスナ機能は，資源を確保できる場合に利用してください。

付録 C.5

リクエストおよびレスポンスのフィルタリング

サーブレット /JSP の，リクエストやレスポンスに対してフィルタリングをする機能で
す。この機能によって，サーブレット /JSP の実行前のリクエスト，または実行後のレス
ポンスをラップして，データの変更，リソースに対するトレースの取得などができます。
Cosminexus では，Cosminexus 独自の機能を使用するためのサーブレットフィルタを提
供しています。Cosminexus が提供するサーブレットフィルタを，built-in フィルタとい
います。
Cosminexus で提供しているサーブレットフィルタ（built-in フィルタ）のうち，サーブ
レットエンジンモードで使用できるのは，HTTP レスポンスの圧縮機能を使用するため
の built-in フィルタです。
サーブレットエンジンモードで使用できる built-in フィルタの種類を次の表に示します。
また，Web アプリケーションに built-in フィルタを組み込むことによって使用できる機
能の参照先をあわせて示します。
表 C-3 サーブレットエンジンモードで使用できる built-in フィルタの種類
built-in フィルタの種類

機能

HTTP レスポンス圧縮フィル
タ

サーブレット，JSP，および静的コンテンツへの HTTP リ
クエストに対する HTTP レスポンスを gzip 形式に圧縮しま
す。

参照先
4.12

なお，built-in フィルタは，HTTP リクエストおよび HTTP レスポンスへの作用や，
フィルタ連鎖の順序制約などを考慮して，Web アプリケーションに組み込む必要があり
ます。built-in フィルタに関する制約については，「4.11.1

Cosminexus が提供するサー

ブレットフィルタ（built-in フィルタ）」を参照してください。

付録 C.6

Web コンテナのセキュリティ管理

Web コンテナのセキュリティ管理は，次の内容を除き，J2EE サーバモードの場合と同
様です。このため，セキュリティ管理の概要については，「4.13

Web コンテナのセキュ

リティ管理」もあわせて参照してください。
ここでは，J2EE サーバモードとの差異のある機能について説明します。

（1） ロールに基づく Web コンテナのユーザ認証
サーブレットエンジンモードの場合，Web コンテナのユーザ認証で使用するユーザ情報
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の管理方法が，J2EE サーバモードとは異なります。
Web コンテナでは，ユーザ情報として，各ユーザのユーザ名，パスワード，および所属
するロールを保持，管理します。これらの情報を保持，管理するために，サーブレット
エンジンモードでは，次に示す場所に各ユーザのユーザ名，パスワード，および所属す
るロールを記述します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web-users.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web-users.xml
記述例を次に示します。
<web-users>
<user name="user1" password="user1" roles="regular" />
<user name="admin" password="admin" roles="admin" />
</web-users>
なお，web-users.xml の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定

義編」を参照してください。

（2） SecurityManager による Web コンテナの実行時の保護
Java2 の SecurityManager に基づいた Web コンテナの実行時保護を実現します。これ
によって，次に示すような現象を防ぐことができます。
• 内部で System.exit() などを発行するような，不正なサーブレット，JSP によって
Web コンテナ全体が勝手に終了する。
• システムプロパティなどを勝手に書き換えるような不正なサーブレット，JSP によっ
て，Web コンテナの実行に不具合が生じる。
サーブレットエンジンモードの場合，-security オプションを指定して，cjstartweb コマ
ンドを実行することで Web コンテナの保護が有効になります。なお，Web コンテナの実
行時の保護機能を使用すると，サーブレットまたは JSP ファイルから，EJB を呼び出す
ことができないので注意してください。

付録 C.7

EJB コンテナとの連携

ここでは，サーブレットエンジンモードの場合の EJB コンテナとの連携について説明し
ます。

（1） Enterprise Bean の呼び出し方法
Web コンテナは EJB コンテナと連携して，J2EE サーバとして動作します。なお，EJB
コンテナとの連携については，J2EE サーバモードの場合と同じです。
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ここでは，サーブレットエンジンモード固有の Enterprise Bean の呼び出し方法につい
てだけ説明します。これ以外の Enterprise Bean の呼び出し方法については，「4.14.1
Enterprise Bean の呼び出し方法」を参照してください。また，Enterprise Bean 呼び出
しの準備については，「4.14.2

Enterprise Bean 呼び出しの準備」を参照してください。

Enterprise Bean を呼び出すサーブレット /JSP が Web コンテナサーバで動作している
場合
Enterprise Bean を呼び出すサーブレットが Web コンテナサーバで動作していると
き，次の例に示すように Enterprise Bean を呼び出します。例を次に示します。
例：
Context ctx = new InitialContext();
Object o =
ctx.lookup("HITACHI_EJB/SERVERS/MyServer/EJB/APName/
Cart");
CartHome h = (CartHome)PortableRemoteObject.narrow(o,
CartHome.class);
Cart c = h.create();
c.call();

（2） JSP からの Enterprise Bean を呼び出すときの RMI-IIOP 通信のタイ
ムアウトを設定するときの注意
Enterprise Bean を呼び出すとき，RMI-IIOP 通信にタイムアウトを設定できます。
RMI-IIOP 通信のタイムアウト時間の設定方法は，Enterprise Bean がどこから呼び出さ
れるかによって異なります。
Enterprise Bean を呼び出す EJB クライアントの形態が JSP やサーブレットの場合で，
サーブレットエンジンモードで動作する Web コンテナを利用するときは，クライアント
側の JSP，サーブレットが動作する Web コンテナサーバのプロパティをカスタマイズし
て設定します。Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズについては，マニュアル
「Cosminexus

システム構築ガイド」を参照してください。また，RMI-IIOP 通信のタ

イムアウトの概要については，「5.9.4

RMI-IIOP 通信のタイムアウト」を参照してくだ

さい。

付録 C.8

データベースとの接続

サーブレットエンジンモードで Web コンテナを利用している場合，Web アプリケーショ
ンから Cosminexus DABroker Library を通じ，Sun JDBC API 仕様に従ったデータ
ベースアクセスができます。ただし，使用時には次に示す点に注意する必要があります。
• java.sql パッケージで定義されたクラス，インタフェースだけが使用できます。
• java.sql.DriverManager クラスの getConnection メソッドを使ってデータベースコネ
クションを取得します。
• コネクションシェアリング，および分散トランザクションはサポートしていません。
• コネクションプール機能を使用できます。コネクションプールの詳細については，
「付
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パフォーマンスチューニングのための機能」を参照してください。

Cosminexus DABroker Library を使用したデータベースアクセスの詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。

付録 C.9

Web コンテナによるスレッドの作成

Web コンテナでは，Web サーバ連携のためのスレッド，Web アプリケーションのための
スレッドなどを作成します。これらのスレッドに対して，システムのリソースが十分で
あるか検討します。
ここでは，サーブレットエンジンモードの場合の，Web コンテナが作成するスレッドに
ついて説明します。

（1） 作成されるスレッドの種類と数
Web コンテナが作成するスレッドを次に示します。
（a） Web サーバ連携のためのスレッド
● Web コンテナの簡易 Web サーバを使用する場合（任意）
作成するスレッド
TCP のコネクション接続要求を受信するスレッド，および受信したリクエスト処理
用スレッドを作成します。
スレッドの数
TCP のコネクション接続要求を受信するスレッドは，1 スレッドです。簡易 Web
サーバが受信したリクエスト処理用スレッドは，最小 5 スレッド，最大 100 スレッ
ドです。
リクエスト処理用スレッドは，起動時に 5 スレッド作成し，同時実行スレッド数が
起動済みスレッド数を超えた場合，100 スレッドまで作成されます。
なお，サーブレットエンジンモードの場合，Web コンテナの簡易 Web サーバの使用は任
意となります。
● Web サーバ連携機能を使用する場合
作成するスレッド
リダイレクタからのコネクション接続要求を受信するスレッド，およびリダイレク
タから受信したリクエスト処理用スレッドを作成します。
スレッドの数
リダイレクタからのコネクション接続要求を受信するスレッドは，1 スレッドです。
リダイレクタから受信したリクエスト処理用スレッドは，Web サーバと Web コンテ
ナとのコネクション数分スレッドを作成します。
リダイレクタから受信したリクエスト処理用スレッドは，起動時に
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webserver.connector.ajp13.max_threads に指定された数分作成します
（webserver.connector.ajp13.max_threads のデフォルトは 10）
。
（b） Web アプリケーションのためのスレッド
Web アプリケーション単位に次のスレッドを作成します。最小１スレッド，最大３ス
レッドです。
• セッションの有効期限監視スレッド
• Web アプリケーションのリロード監視スレッド
（webserver.context.reloadable=true を設定した場合）
• JSP の更新監視スレッド
（webserver.jsp.recompilable=true を設定した場合）
（c） メインスレッド
なお，サーブレットエンジンモードの場合，メインスレッドとして 1 スレッド作成しま
す。

（2） 作成されるスレッドの総数
Web コンテナがデフォルトの設定でプロセス起動時に作成するスレッドの総数を次に示
します。ただし，この数値には Web コンテナ以外，および JavaVM が作成するスレッ
ドは含まれていません。
作成するスレッドの総数は，レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているかどうか
によって異なります。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E
レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないとき
スレッド総数 =A ＋ B ＋ C ＋ D
（凡例）
A：Web コンテナの簡易 Web サーバを使用する場合のスレッド数
B：Web サーバ連携機能を使用する場合のスレッド数
C：Web アプリケーション単位のスレッド数
D：メインスレッド
E：レスポンス送信時のタイムアウトを監視するためのスレッド数
このため，プロセス起動時のスレッド総数は次のようになります。
レスポンス送信時のタイムアウトを設定しているときのスレッド総数
=6 ＋ 11 ＋（１× Web アプリケーション数）＋ 1 ＋ 1
=19 ＋ Web アプリケーション数
レスポンス送信時のタイムアウトを設定していないときのスレッド総数
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=6 ＋ 11 ＋（１× Web アプリケーション数）＋ 1
=18 ＋ Web アプリケーション数
プロセス起動後，Web サーバとのコネクション数，簡易 Web サーバの同時実行数によっ
てスレッド数が増加します。

付録 C.10

同時実行スレッド数の制御

Web コンテナでは，マルチスレッドでサーブレットのリクエストを処理します。このと
き，同時に実行できるスレッド数に上限を設定できます。これによって，スラッシング
などによる，パフォーマンスの低下を防止できます。また，適切なスレッド数を設定す
ることで，アクセス状況に従ったパフォーマンスチューニングができます。
サーブレットエンジンモードの場合，同時に実行できるスレッド数は，Web コンテナ単
位で制御されます。Web アプリケーション単位でのスレッド数の制御および URL グ
ループ単位でのスレッド数の制御はできません。
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御には，J2EE サーバモードとで機能差
異はありません。このため，機能については，
「4.18 Web コンテナ単位での同時実行ス
レッド数の制御」を参照してください。

付録 C.11 ユーザスレッドで使用できる Application Server
の機能
ここでは，サーブレットエンジンモードの場合，ユーザスレッドで使用できる
Application Server の機能について説明します。ユーザスレッドの使用方法については，
「4.32.1(14)

ユーザスレッドの使用方法」を参照してください。

Application Server で提供される各機能について，ユーザスレッドで使用できるかどう
かを次に示します。

（1） サーブレット API
サーブレット API をユーザスレッドで使用する場合，リクエストオブジェクトおよびレ
スポンスオブジェクトは使用できません。リクエスト処理スレッドでだけ使用してくだ
さい。詳細は，サーブレット仕様書の Thread Safety の項を参照してください。

（2） リソース接続およびトランザクションサービス
サーブレットエンジンモードで使用できるリソース接続およびトランザクションサービ
スとして提供される機能が，サーブレット /JSP およびユーザスレッドで使用できるかど
うかを次の表に示します。
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表 C-4 リソース接続およびトランザクション管理の機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /JSP

ユーザスレッド

Web コンテナコネクションプール
によるコネクションプーリング

−

−

コネクションプールのウォーミング
アップ

○

○

Web コンテナコネクションプールによるコネクション
取得リトライ

−

−

コネクションプールクリア

○

○

コネクションの
クローズ・解放

×

×

分類／機能名
コネクション
プーリング

コネクション強制クローズ

（凡例） ○：使用できる

×：使用できない

−：該当しない

ユーザスレッドでリソース接続およびトランザクションサービスを使用する場合の注意
事項を示します。
• SingleThreadModel インタフェースを実装したサーブレットで生成したスレッド上
で，トランザクションの開始と決着，およびコネクションの取得と解放はできません。
• スレッド生成時にトランザクションを引き継ぐことはできません。
• トランザクションは，同じスレッド上で開始または決着してください。
• スレッド間でコネクションを渡すことはできません。コネクションを使用すると，動
作不正となります。
• ユーザスレッドでコネクションを取得した場合，コネクションを取得したスレッド上
で確実にコネクションをクローズしてください。

（3） ログ運用および障害検知
サーブレットエンジンモードで使用できるログ運用および障害検知として提供される機
能が，サーブレット /JSP およびユーザスレッドで使用できるかどうかを次の表に示しま
す。
表 C-5 ログ運用および障害検知の機能の使用可否（ユーザスレッド）
サーブレット /JSP

ユーザスレッド

ユーザログ出力

○

○

性能解析トレース

○

○

分類／機能名

（凡例） ○：使用できる

（4） J2EE アプリケーション運用
J2EE アプリケーション運用機能として提供される機能のうち，Web アプリケーション
の通常停止は，サーブレット /JSP およびユーザスレッドで使用できます。ただし，コン
テナでは，ユーザスレッドを停止しません。
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（5） コンテナ拡張ライブラリ
コンテナ拡張ライブラリは，サーブレット /JSP およびユーザスレッドのどちらでも使用
できます。

付録 C.12

ドメイン名指定でのトップページの表示

デプロイした Web アプリケーションにアクセスするとき，URL にドメイン名を指定す
るだけで，index.html や index.jsp などの，Web アプリケーションのトップページを表
示させることができます。
ドメイン名指定でのトップページの表示は，J2EE サーバモードと同じです。ドメイン名
指定でのトップページの表示については，
「4.25 ドメイン名指定でのトップページの表
示」もあわせて参照してください。
ただし，サーブレットエンジンモードの場合は，Web アプリケーションのコンテキスト
ルートを「ROOT」にしてデプロイする必要があります。
サーブレットエンジンモードの場合にドメイン名指定でのトップページの表示をするた
めの設定については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してくだ
さい。

付録 C.13

静的コンテンツのキャッシュ

一度アクセスした静的コンテンツをメモリ上にキャッシュし，2 回目以降のアクセスでは
キャッシュからブラウザにレスポンスを返すことで，静的コンテンツのレスポンスタイ
ムを短縮できます。
静的コンテンツのキャッシュは，J2EE サーバモードの場合と同じです。静的コンテンツ
のキャッシュについては，
「4.28 静的コンテンツのキャッシュ」を参照してください。
なお，サーブレットエンジンモードの場合，リロード機能または JSP ファイルの再コン
パイル機能が有効なときには，静的コンテンツのキャッシュは無効になります。

付録 C.14

簡易 Web サーバ機能

サーブレットエンジンモードの場合，簡易 Web サーバは，Web アプリケーションの動作
確認用に利用できます。

！

注意事項
簡易 Web サーバは，本番運用時にサーブレット，JSP を実行する Web サーバとしては利用
できませんので注意してください。

簡易 Web サーバを利用するための設定は，Web コンテナサーバのプロパティをカスタマ
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イズして設定します。Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズについては，マ
ニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
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サーブレットエンジンモードでのリソース接
続

ここでは，サーブレットエンジンモードでのリソース接続について説明します。

付録 D.1
法

接続できるリソースとトランザクションの管理方

サーブレットエンジンモードの場合に接続できるリソースの種類とトランザクションの
管理方法について説明します。

（1） 接続できるリソース
サーブレットエンジンモードで接続できるリソースについて次の表に示します。
表 D-1 接続できるリソース（サーブレットエンジンモード）
リソースの種類
データベース

データベース上のキュー

OpenTP1

サーブレットエンジンモード

HiRDB

○

Oracle

○

SQL Server

×

XDM/RD E2

×

HiRDB

×

Oracle

×

SPP

×※

TP1/Message Queue

×※

SMTP サーバ

×

JavaBeans リソース

×

（凡例） ○：接続できる

×：接続できない

注※
リソースアダプタが Non-Managed 環境での使用に対応している場合には，接続できる場合が
あります。ただし，Application Server によるコネクションプーリングやトランザクション管
理は利用できません。なお，TP1/Message Queue への接続については，マニュアル
「OpenTP1 Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用
の手引」を参照してください。

（2） トランザクションの管理方法
サーブレットエンジンモードの場合，トランザクションは Application Server で管理さ
れません。
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付録 D.2

データベース接続の前提条件

サーブレットエンジンモードでデータベースに接続する場合の前提条件を，データベー
スの種類ごとに示します。
サーブレットエンジンモードの場合，データベース接続には，Web コンテナコネクショ
ンプール機能を使用します。
なお，サーブレットエンジンモードでは，次のデータベースには接続できません。
● Oracle10g
● SQL Server
● XDM/RD E2

（1） HiRDB の場合
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。
Cosminexus DABroker Library を使用する場合，HiRDB クライアントをインストー
ルする必要があります。
● 接続方法
Web コンテナコネクションプール機能を使用して接続します。
なお，サーブレットエンジンモードの場合，トランザクションは Application Server
で管理されません。

（2） Oracle9i の場合
● 使用できる JDBC ドライバ
使用できる JDBC ドライバは Cosminexus DABroker Library となります。Oracle
JDBC Thin Driver では接続できません。
JDBC ドライバとして Cosminexus DABroker Library を使用する場合，Oracle クラ
イアントをインストールする必要があります。
● 接続方法
Web コンテナコネクションプール機能を使用して接続します。
なお，サーブレットエンジンモードの場合，トランザクションは Application Server
で管理されません。

付録 D.3 Web コンテナコネクションプール機能によるデー
タベース接続
サーブレットエンジンモード上で動作する Web アプリケーションからデータベースへ接
続する場合，Web コンテナコネクションプーリング機能を利用してデータベースへの接
続をプールできます。これによって，コネクション生成時のパフォーマンスを向上でき
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ます。
Web コンテナコネクションプール機能での，コネクションの取得方法には次の 2 とおり
があります。
1. java.sql.DriverManager.getDriver を使って java.sql.Driver のインスタンスを取得
し，java.sql.Driver.connect を使ってコネクションを取得する方法
2. java.sql.DriverManager.getConnection を使ってコネクションを取得する方法
なお，コネクションプールの詳細については，
「9.10.1 コネクションプーリング」を参
照してください。

（1） Web コンテナコネクションプール機能の利用方法
Web コンテナコネクションプール機能を利用するためには，管理機能用の Web アプリ
ケーションをデプロイし，プール管理情報を登録する必要があります。プール管理情報
の登録をするためのコネクションプーリングの設定については，マニュアル
「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
また，コネクションの取得処理は Web アプリケーションで実施するため，ユーザ作成の
アプリケーションに，コネクションを操作するための記述が必要になります。
コネクションを取得するには，次の 2 とおりの方法があります。同時に多数のユーザが
接続するようなシステムの場合は，ドライバマネージャ内で待ちが発生するため，取得
方法 1 の記述をお勧めします。
取得方法 1
String className = "com.hitachi.software.web.jdbc.WccpDriver";
String url = "jdbc:hitachi:wccp://DBID=<データベースID>";
Properties info = new Properties();
info.put("user", "<ユーザID>");
info.put("password", "<パスワード>");
Class.forName(className);
Driver drv = DriverManager.getDriver(url);
Connection con = drv.connect(url, info);
con.close();
取得方法 2
String
String
String
String

className = "com.hitachi.software.web.jdbc.WccpDriver";
url = "jdbc:hitachi:wccp://DBID=<データベースID>";
user = "<ユーザID>";
password = "<パスワード>";

Class.forName(className);
Connection con = DriverManager.getConnection(url, user,
password);
con.close();

（2） パフォーマンスチューニングのための機能
サーブレットエンジンモードでデータベースに接続する場合に，パフォーマンスチュー
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ニングのために使用できる機能を，次の表に示します。
表 D-2 サーブレットエンジンモードでデータベースに接続する場合に使用できるパ
フォーマンスチューニングのための機能
機能

使用可否

コネクションプーリング

○

コネクションシェアリング

×

コネクションのアソシエーション

×

ステートメントプーリング

×

ライトトランザクション

×

インプロセストランザクションサービス

×

DataSource オブジェクトのキャッシング

×

DB Connector のコンテナ管理でのサインオンの最適化

×

受信バッファのプーリング

×

（凡例）○：使用できる

×：使用できない

サーブレットエンジンモードの場合のコネクションプーリングについて次に説明します。
コネクションプーリング
サーブレットエンジンモードの場合，プーリングの基本機能として，コネクション
プールの生成初期化，コネクションの取得や解放などの機能を提供しています。
• コネクションプールの生成および初期化
コネクションプールが生成・初期化されるタイミングは，リソースのスタート処
理時または監視・制御機能で提供する API のクラスのインスタンスの生成時です。
ただし，この時点ではコネクションは生成されません。
コネクションが最初に生成されるのは，最初のコネクション取得要求があったと
きです。以降，プールの最小値までコネクションをプールします。この動作は，
非同期で実施されます。
• コネクションの取得と解放
コネクションの取得要求があると，プールから未使用のコネクションを選択し，
コネクションの状態を使用中にしてから，クライアントに渡します。
また，コネクションの解放要求があると，使用中になっているコネクションの状
態を未使用に設定して，コネクションをプールに返します。なお，コネクション
の状態が，再利用できない状態に設定されている場合は，データベースとの接続
を切断して，コネクションを削除します。この場合，コネクションはプールに返
されません。
• 例外が発生したコネクションの破棄
java.sql.Connection のような JDBC インタフェースの API で SQLException 例
外が発生すると，コネクションクローズで該当コネクションの接続が維持されて
いても，コネクションプールに戻さないで破棄します。その結果，Web コンテナ
コネクションプーリングを使用している場合（java.sql.Connection インタフェー
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スだけ該当する）に，余分なコネクション生成が発生して性能に影響を与えるこ
とがあります。

（3） フォールトトレランスのための機能
サーブレットエンジンモードでデータベースに接続する場合に，フォールトトレランス
のために使用できる機能を，次の表に示します。
表 D-3 サーブレットエンジンモードでデータベースに接続する場合に使用できる
フォールトトレランスのための機能
機能

使用可否

コネクションの障害検知

×

コネクション枯渇時のコネクション取得待ち

×

※

○

コネクションプールの情報表示

○

コネクションプールのクリア

○

コネクションの強制クローズ

○

コネクションの自動クローズ

×

コネクションスイーパ

×

トランザクションタイムアウト

×

トランザクションリカバリ

×

障害調査用 SQL の出力

×

コネクションプールのクラスタ化

×

コネクションの取得リトライ

（凡例）○：使用できる
注※

×：使用できないまたは該当しない

Web コンテナコネクションプールのコネクション取得リトライができます。

以降，サーブレットエンジンモードで使用できるフォールトトレランスのための機能に
ついて説明します。
なお，それぞれの機能の概要および目的については，
「9.11 フォールトトレランスのた
めの機能」を参照してください。ここでは，サーブレットエンジンモードで特有の説明
についてだけ説明します。
コネクションの取得リトライ
J2EE サーバモードとの機能差はありません。「9.11.3

コネクションの取得リトラ

イ」を参照してください。
コネクションプールの情報表示
コネクションプール内のコネクションの情報を，コマンドを使用して表示できます。
コネクションプール情報の表示には，cjweblistpool コマンドを使用します。コマン
ドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参

照してください。
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コネクションプールのクリア
データベースサーバのダウンなどによって，コネクションが切断された場合，プー
ルされているコネクションはコネクションプール内に残ってしまいます。これらの
コネクションは，cjwebclearpool コマンドによって削除できます。コマンドの詳細
については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」を参照してく

ださい。
コネクションの強制クローズ
アプリケーションの Connection.close メソッドの記述もれによってクローズされな
いコネクションは，コネクションプール内で使用中状態のまま再利用されません。
これらのコネクションは，cjwebclosepool コマンドを使用して強制クローズできま
す。コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus
ド編」を参照してください。
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J2EE サーバ起動時の EJB タイマの自動生成

Timer Service を使用している場合に，J2EE サーバ起動時に EJB タイマを自動で生成
する方法について説明します。EJB タイマの自動生成には次の方法があります。
● サーブレット方式
サーブレット内で，EJB タイマの自動生成処理を実装する方法です。
● Management イベント方式
Management イベントを使用して EJB タイマを自動生成する方法です。J2EE サー
バの起動時に出力されるメッセージを契機に発生する Management イベントとして，
EJB タイマの自動生成を設定します。
EJB タイマを生成する Enterprise Bean を呼び出す EJB クライアントプログラムを
作成している場合は，J2EE アプリケーションの修正は不要です。
Timer Service の機能については，「5.10 Timer Service の機能」を参照してください。

付録 E.1

サーブレット方式

EJB タイマの自動生成処理をサーブレットで実装する場合の，EJB タイマ自動生成の流
れと設定について説明します。

（1） EJB タイマの自動生成の流れ
サーブレット方式では，次のような流れで EJB タイマが自動生成されます。
図 E-1 EJB タイマの自動生成の流れ（サーブレット方式）

1. J2EE サーバを再起動する。
2. J2EE アプリケーションが自動で開始する。
J2EE サーバ停止時に開始状態だった J2EE アプリケーションが自動で開始されます
（アプリケーションの自動起動を有効にしておく必要があります）。
3. init メッドが実行される。
J2EE アプリケーションが開始するとサーブレットがロードされ，init メッドが実行
されます。init メソッドでは，Enterprise Bean を生成してビジネスメソッドを呼び
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出します。
4. EJB タイマが生成される。
Enterprise Bean のビジネスメソッドで，Timer Service オブジェクトから EJB タイ
マが生成されます。

（2） EJB タイマを自動生成するための設定
サーブレットで EJB タイマを自動生成するには，次の設定をします。
1. Enterprise Bean に EJB タイマを生成するビジネスメソッドを作成する。
2. サーブレットを作成する。
init メソッドで，手順 1. で作成したビジネスメソッドを呼び出すようにします。
3. J2EE アプリケーションの開始時に，手順 2. で作成したサーブレットをロードさせ
る。
DD（web.xml）で，手順 2. で用意したサーブレットの <load-on-startup> タグの値
を 0 以上に設定します。
4. J2EE サーバ起動時に，アプリケーションの自動起動を有効にする。

付録 E.2

Management イベント方式

（1） EJB タイマの自動生成の流れ
Management イベント方式では，次のような流れで EJB タイマが自動生成されます。
図 E-2 EJB タイマの自動生成の流れ（Management イベント方式）
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1. J2EE サーバを再起動する。
2. メッセージが出力される。
J2EE サーバの起動が完了するとメッセージ KDJE30028-I が出力されます。この
メッセージが出力されることで，Management イベントが発生します。
3. Management アクションが実行される。
Management イベントを受けて，Management アクションが実行されます。
Management アクションでは，バッチファイルが実行されます。
4. バッチファイルが実行される。
バッチファイルで，EJB クライアントアプリケーションが実行されます。
5. EJB クライアントアプリケーションでビジネスメソッドが呼ばれる。
EJB クライアントアプリケーションで，Enterprise Bean を生成してビジネスメソッ
ドを呼び出します。
6. EJB タイマが生成される。
Enterprise Bean のビジネスメソッドで，Timer Service オブジェクトから EJB タイ
マが生成されます。

（2） EJB タイマを自動生成するための設定
Management イベントを使用して EJB タイマを自動生成するには，次の設定をします。
1. Enterprise Bean に EJB タイマを生成するビジネスメソッドを作成する。
2. EJB クライアントアプリケーションを作成する。
手順 1. で作成したビジネスメソッドを呼び出すようにします。
3. 手順 2. で作成した EJB クライアントアプリケーションを実行する環境，およびバッ
チファイルを作成します。
4. Management イベントの自動実行を設定する。
Management イベントを有効にします。J2EE サーバ開始完了時に出力される
KDJE30028-I を Management イベントに設定し，この Management イベントに対
する Management アクションとして，手順 3. で準備したバッチファイルを設定しま
す。
Management イベントの詳細については，
「17.8 Management イベントによる処理
の自動実行」を参照してください。
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付録 F Oracle RAC を使用した Oracle への接続
Oracle RAC を使用した Oracle への接続方法は，Oracle のバージョン，または負荷分散
に使用する機能によって異なります。なお，接続できるトランザクションの種類はロー
カルトランザクションです。
Oracle のバージョン，負荷分散に使用する機能および使用する RAR ファイルの対応を
次の表に示します。
表 F-1 Oracle のバージョン，使用する機能および使用する RAR ファイルの対応
Oracle のバージョ
ン

負荷分散に使用する機能

DB Connector の RAR ファイル名

• Oarcle 10g
• Oracle 10g R2

Cosminexus の機能（コ
ネクションプールのクラ
スタ化機能）

DBConnector_CP_ClusterPool_Root.rar
DBConnector_Oracle_CP_ClusterPool_Member.rar

• Oracle9i
• Oarcle 10g
• Oracle 10g R2

Oracle の機能

DBConnector_DABJ_CP.rar
DBConnector_Oracle_CP.rar
DBConnector_Oracle_CP_Cosminexus_RM.rar

負荷分散に使用する機能ごとに，Oracle への接続方法について説明します。

付録 F.1

Cosminexus の機能を使用した接続

Cosminexus のコネクションプールのクラスタ化機能を使用して，Oracle RAC に接続し
ます。Cosminexus がデータベースアクセスの負荷を分散します。コネクションプール
のクラスタ化機能については，「9.12

コネクションプールのクラスタ化」を参照してく

ださい。

（1） 負荷分散処理の流れと設定
コネクションプールのクラスタ化機能を使用した場合の負荷分散処理の流れと設定を次
の図に示します。
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図 F-1 コネクションプールのクラスタ化機能を使用した接続

この図では，3 台構成の Oracle RAC システムで，データベースノード 1 にはインスタン
ス 1，データベースノード 2 にはインスタンス 2，データベースノード 3 にはインスタン
ス 3 があります。データベースに接続するための設定を次に示します。
1. インスタンス 1，2，3 に対応したメンバリソースアダプタ用 DB Connector M1，
M2，M3 を生成します。また，メンバリソースアダプタに振り分ける機能を持つルー
トリソースアダプタ用 DB Connector R も生成します。
2. J2EE アプリケーションはルートリソースアダプタ用 DB Connector R に関連づけま
す。
この設定によって，J2EE アプリケーション 1，2 からのデータベースアクセスはデータ
ベースノード 1，2，3 に分散されます。

（2） データベース障害発生時と回復時の動作
データベース障害が発生した場合，Cosminexus が障害を検知します。障害が発生した
データベースに対応するメンバリソースアダプタが閉塞され，残っているインスタンス
で処理が続行されます。
データベース障害が回復すると Cosminexus は自動で閉塞を解除します。また，手動で
も閉塞を解除できます。
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付録 F.2

Oracle の機能を使用した接続

DB Connector から Oracle RAC に接続し，Oracle RAC の機能でデータベースアクセス
の負荷を分散します。

（1） 負荷分散処理の流れと設定
Oracle RAC の機能を使用した場合の負荷分散処理の流れと設定を次の図に示します。
図 F-2 Oracle RAC の機能を使用した接続

この図では，3 台構成の Oracle RAC システムで，データベースノード 1 にはインスタン
ス 1，データベースノード 2 にはインスタンス 2，データベースノード 3 にはインスタン
ス 3 があります。データベースに接続するための設定を次に示します。
1. Oracle にサービス X を作成します。サービスとは，Oracle 10g から導入された機能
です。
2. サービス X では，インスタンス 1，2，3 への接続を「優先」に設定します。なお，
グローバルトランザクションは使用しないため，DTP は無効にします。
3. サービス X に対応した DB Connector A を生成します。
4. DB Connector A は，サービス X を使用するように設定します。
5. J2EE アプリケーション 1，および 2 を DB Connector A に関連づけます。
この設定によって，J2EE アプリケーション 1，および 2 からのデータベースアクセスは
データベースノード 1，2，3 に分散されます。
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（2） データベース障害発生時と回復時の動作
データベース障害が発生した場合，Oracle RAC 機能によって障害が発生したインスタン
スが切り離され，残っているインスタンスで処理が続行されます。
Cosminexus のコネクションプールを使用している場合，データベース回復時には次の
操作を実行してください。コネクションプールがクリアされ，これ以降のアクセスが正
常に分散されます。
• cjclearpool コマンドを実行する。
• J2EE サーバを再起動する。

1283

付録 G

アプリケーションの開発で使用する文字コード

付録 G アプリケーションの開発で使用する文字コー
ド
アプリケーション開発時には，実行プロセスやリソースの文字コードを考慮する必要が
あります。Java で扱う文字コードは Unicode であるため，リソースの文字コードや
Unicode への文字コード変換が間違っていると，
「文字化け」を引き起こす原因になりま
す。
ここでは，アプリケーションで使用する文字コードと注意事項を示します。また，ブラ
ウザおよびデータベースとデータをやり取りする場合の，文字コード変換の注意事項に
ついても示します。

付録 G.1

アプリケーションで扱う文字コード

アプリケーションの構成を基に，文字コード変換の流れを示します。
図 G-1 アプリケーションの文字コード変換の流れ

図中の番号（（1）〜（5））は，文字コードを考慮する必要のあるプログラムやリソース
を表します。また，図中の英字（A 〜 E）は文字コード変換時のデータの流れを示しま
す。プログラム，リソースで扱う文字コードと注意事項，および文字コード変換の動作
と注意事項を，それぞれ表に示します。
表 G-1 プログラム，リソースで扱う文字コードと注意事項
プログラム，リ
ソース名
（1）入力ページ

項目
URL のパス

URL のパスの文字コードは，ISO-8859-1 である必要がありま
す。シフト JIS などの非 ASCII 文字は記述できません。

クエリ文字列

HTML の <FORM> タグを使用して送信される文字は，フォー
ムを表示している HTML ページと同じ文字コードで URL エン
コードされて送出されます。

POST データ
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プログラム，リ
ソース名

項目

アプリケーションの開発で使用する文字コード

扱う文字コードおよび注意事項

（2）JSP

JSP

任意の文字コードで作成できます。
Web アプリケーションのバージョン 2.4（JSP 2.0 仕様）で，
JSP ドキュメントの文字エンコードを指定する場合は，XML
宣言で文字エンコードを指定してください。
JSP 1.2 仕様では，JSP の文字コードは，page ディレクティブ
の pageEncoding 属性に記述する必要があります。

（3）HTML

HTML

任意の文字コードで作成できます。

（4）データベー
ス

データベース

データベースに格納するデータの文字コードは，ブラウザに表
示する文字コードを考慮して決定してください。

（5）出力ページ

レスポンスヘッ
ダ

ISO-8859-1 である必要があります。非 ASCII 文字を使用する
場合は，URL エンコードする必要があります。

レスポンスボ
ディ

ユーザプログラムで任意の文字コードを使用できます。

注意
Web コンテナでは英数字を 2 バイトで表現する文字コードは使用できません。英数
字に 2 バイト使用する文字コードを次に示します。
• UCS-2（ISO/IEC 10646）
• UCS-4（ISO/IEC 10646-1）
• UTF-16
表 G-2
変換個所
A ブラウザ〜
J2EE サーバ

文字コード変換の動作と注意事項
対象
URL のパス

Web コンテナでは，URL のパスの文字コードは ISO-8859-1 と
して処理されます。

クエリ文字列

クエリ文字列または POST データの文字コードは，アプリケー
ションで任意に決められます。サーブレット，JSP では
Unicode で扱われるので，アプリケーション内で矛盾のないよ
うに文字コードを変換してください。

POST データ

B J2EE サー
バ内

文字コード変換時の動作および注意事項

JSP ファイル

page ディレクティブの pageEncoding 属性に記述されたエン
コーディングでファイルが読み込まれます。pageEncoding 属
性が省略されている場合は ,
contentType 属性が使用されます。

HTML ファイル

HTML ファイルの文字コードのままブラウザに送信されます。

C J2EE サー
バ〜データベー
ス

データベース

JDBC ドライバによって，Unicode がデータベース格納文字
コードに変換されます。

D データベー
ス〜 J2EE サー
バ

データベース

JDBC ドライバによって，データベース格納文字コードが
Unicode に変換されます。
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変換個所

対象

E J2EE サー
バ〜ブラウザ

文字コード変換時の動作および注意事項

レスポンスヘッ
ダ

Web コンテナによって，レスポンスヘッダの文字コードが
ISO-8859-1 に変換されます。

レスポンスボ
ディ

サーブレットの場合
ServletResponse クラスの setContentType メソッドに
よって文字コードを指定します。
JSP の場合
page ディレクティブの contentType 属性で文字コードを指
定します。

参考
「文字化け」について
アプリケーションの実行環境では，文字コードは Unicode として扱われます。このため，ブ
ラウザから送信された文字列は一度 Unicode に変換されます。また，データベースへのアク
セス時には Unicode とデータベース格納文字コード間の文字コード変換，レスポンス時には
Unicode からレスポンスの文字コードへの変換をする必要があります。これらの文字コード
変換時に適切な変換をしないと，文字化けする原因になります。
これはシフト JIS と呼ばれる文字コードに機種依存文字が含まれることや，同じ文字でも
Unicode への変換結果がほかの文字コードと異なっているもの※があるために発生します。
例えば，ブラウザから機種依存文字を含んだ文字データが送信され，これを Unicode に変換
した場合，レスポンス時にこの文字列をシフト JIS に変換すると，文字化けする結果となり
ます。
クライアントの OS を Windows に限定できる場合は，文字コードをシフト JIS ではなく
MS932 または Windows-31J と指定することで，文字化けを避けられます。
注※
−，〜，‖，￠，￡，￢などの文字が該当します。

付録 G.2

ブラウザとアプリケーション間の文字コード変換

ブラウザとアプリケーション間で文字コード変換をするときに使用するメソッド，およ
び JSP と JavaScript の実装時の注意事項について説明します。

（1） ブラウザとアプリケーション間の文字コード変換で使用するメソッ
ド
ブラウザを使用して送信されたクエリ文字列，POST データは，HttpServletRequest ク
ラスのメソッドを使用して取得します。HttpServletRequest クラスのうち，文字コード
変換に関係のあるメソッドと使用時の注意事項を示します。
（a） setCharacterEncoding メソッド
リクエストのメッセージボディで使われている文字コードを設定します。このメソッド
は，getParameter メソッドや，getReader メソッドを使って入力ストリームから読み込
む前に実行されなければなりません。
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（b） getParameter メソッド
パラメタの名称を指定して，リクエストに含まれるパラメタの値を取得します。取得し
た値は URL デコードされ，Unicode に変換されます。パラメタの名称やパラメタの値を
取得する前に，setCharacterEncoding メソッドを用いて文字コードを指定する必要があ
ります。指定しなかった場合，ISO-8859-1 として Unicode に変換されます。
HttpServletRequest クラスの getParameterNames メソッド，getParameterValues メ
ソッド，getParameterMap メソッドも同様です。
（c） getInputStream メソッド
リクエストのメッセージボディに含まれているバイナリデータを読み込むためのスト
リームを取得します。HTML のフォームから送信されたデータからはエンコードされた
ままの文字列が取得されるので，取得した文字列を適切な文字コードでデコードする必
要があります
（d） getReader メソッド
リクエストのメッセージボディに BufferedReader クラスを使い，文字データとして取り
出します。文字データはメッセージボディと同じ文字コードに変換されます。HTML の
フォームから送信されたデータからはエンコードされたままの文字列が取得されるので，
取得した文字列を適切な文字コードでデコードする必要があります。
（e） getQueryString メソッド
リクエストされた URL のパスの後ろに含まれているクエリ文字列を返します。HTML
のフォームから送信されたデータからはエンコードされたままの文字列が取得されるの
で，取得した文字列を適切な文字コードでデコードする必要があります。

（2） JSP のファイルインクルード時の注意事項
JSP ファイルの include ディレクティブでファイルをインクルードする場合には，イン
クルード元となる JSP ファイルで contentType 属性を使用してエンコードを指定してく
ださい。また，JSP ファイルの文字コードは pageEncoding 属性に指定してください。
指定しない場合はインクルード先の文字が正常に表示されない場合があります。

（3） JavaScript を使用してクエリ文字列を作成する場合の注意事項
• JavaScript の encodeURI 関数および encodeURIComponent 関数※を使用すると，
UTF-8 で URL エンコードできます。この関数を用いて変換した文字列をクエリ文字
列として使用してください。この場合，J2EE サーバ側で UTF-8 として Unicode に
変換すると，日本語の文字列データを取得できます。
注※
encodeURI 関数と encodeURIComponent 関数の相違は，「,/?:@&=+$,#」などの
特殊文字を変換するかどうかです。encodeURI 関数は「,/?:@&=+$,#」などの特
殊文字を変換しません。
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• JavaScript の escape 関数はブラウザの種類やバージョンによって動作が異なります。
escape 関数で変換された文字列は，サーバ側で正常に扱えないため，escape 関数を使
用しないで，encodeURI 関数または encodeURIComponent 関数を使用するようにし
てください。

付録 G.3 データベースとアプリケーション間の文字コード
変換
アプリケーションからデータベースに文字データを格納するときには，Unicode から
データベースに設定されている文字コードに変換して格納する必要があります。文字
コード変換は JDBC ドライバによって行われますが，次に示す内容に従って，あらかじ
め JDBC ドライバに使用する文字コードを設定しておく必要があります。
J2EE サーバモードの場合
1.4 モードでは，Connector 属性ファイルの encodLang プロパティで指定します。
Server Plug-in を使用する場合，Connector 属性ファイルのフォームページから指
定できます。
ベーシックモードでは，ejbserver.jdbc.propertyInfo.ENCODELANG プロパティに
使用する文字コードを指定してください。このプロパティに値が指定されている場
合，J2EE サーバが JDBC コネクションを取得するときに，ENCODELANG キー
に該当値を設定したプロパティを作成し，Cosminexus DABroker Library の
java.sql.Driver.connect の引数に渡します。
サーブレットエンジンモードの場合
JDBC コネクションを取得するとき，ENCODELANG キーに該当値を設定したプロ
パティを作成し，Cosminexus DABroker Library の java.sql.Driver.connect メソッ
ドまたは java.sql.DriverManager.getConnection メソッドの引数に渡してくださ
い。
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クラスローダの構成

Cosminexus のクラスローダ構成には，デフォルトのクラスローダ構成，ローカル呼び
出し最適化機能を使用したときのクラスローダ構成，および下位互換用のクラスローダ
構成の 3 種類があります。それぞれのクラスローダ構成およびクラスローダに設定され
るクラスパスについて説明します。

付録 H.1

デフォルトのクラスローダ構成

新規インストール後のデフォルトのクラスローダ構成を次に示します。
図 H-1 デフォルトのクラスローダ構成

各クラスローダの内容を次に示します。
● システムクラスローダ
Cosminexus のコンポーネントが提供するクラスをロードします。
● コネクタクラスローダ
単体デプロイされたリソースアダプタに含まれるクラスをロードします。J2EE サー
バ内に一つだけ存在します。
● JavaBeans クラスローダ
JavaBeans リソースのクラスをロードします。
● アプリケーションクラスローダ
アプリケーション内の EJB-JAR，ライブラリ JAR，リソースアダプタに含まれるク
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ラスをロードします。アプリケーションごとに存在します。
● Web アプリケーションクラスローダ
J2EE アプリケーション内の WAR ファイルに含まれるクラスをロードします。WAR
ファイルごとに存在します。
● JSP クラスローダ
JSP ファイルおよびタグファイルをコンパイルしたときに生成されたクラスをロード
します。JSP ごとに存在します。

ポイント
リソースアダプタのロードについて
J2EE リソースアダプタとしてデプロイしたリソースアダプタは，コネクタクラスローダで
ロードされます。J2EE アプリケーションに含めて使用するリソースアダプタは，アプリ
ケーションクラスローダでロードされます。
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クラスローダの構成

ローカル呼び出し最適化時のクラスローダ構成

ローカル呼び出し最適化機能を利用する場合，デフォルトのクラスローダとはクラス
ローダ構成が異なります。ローカル呼び出し最適化機能は，別のアプリケーションの
Enterprise Bean を高速で呼び出すことができる機能です。
ローカル呼び出し最適化機能を使用するには，J2EE サーバ用ユーザ定義ファイル
（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.properties）に次の設定をします。
ejbserver.rmi.localinvocation.scope=all
ローカル呼び出し最適化時のクラスローダ構成を次に示します。
図 H-2 ローカル呼び出し最適化時のクラスローダ構成

各クラスローダの内容を次に示します。
● システムクラスローダ
Cosminexus のコンポーネントが提供するクラスをロードします。
● コネクタクラスローダ
単体デプロイされたリソースアダプタに含まれるクラスをロードします。J2EE サー
バ内に一つだけ存在します。
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● JavaBeans クラスローダ
JavaBeans リソースのクラスをロードします。
● J2EE コンテナクラスローダ
すべてのアプリケーションクラスローダの親クラスローダとなり，すべてのアプリ
ケーションクラスローダが持つクラスパスが設定されます。J2EE コンテナクラス
ローダは，J2EE サーバ内に一つだけ存在します。
● アプリケーションクラスローダ
アプリケーション内の EJB-JAR，ライブラリ JAR，およびリソースアダプタに含ま
れるクラスをクラスパスに持ちます。アプリケーションごとに存在します。ローカル
呼び出し最適化時には親クラスローダである J2EE コンテナクラスローダにも，アプ
リケーションクラスローダが持つクラスパスが設定されているため，このクラスロー
ダでは何もロードされません。
● Web アプリケーションクラスローダ
J2EE アプリケーション内の WAR ファイルに含まれるクラスをロードします。WAR
ファイルごとに存在します。
● JSP クラスローダ
JSP ファイルおよびタグファイルをコンパイルしたときに生成されたクラスをロード
します。JSP ごとに存在します。

ポイント
リソースアダプタのロードについて
J2EE リソースアダプタとしてデプロイしたリソースアダプタは，コネクタクラスローダで
ロードされます。J2EE アプリケーションに含めて使用するリソースアダプタは，アプリ
ケーションクラスローダでロードされます。

！

注意事項
プロパティに ejbserver.rmi.localinvocation.scope=all を設定して実行するときには，次の
点に注意してください。
• J2EE アプリケーションが持つ EJB-JAR やライブラリ JAR は同一のクラスローダでロー
ドされるため，同名のクラスは J2EE アプリケーション間で共有されます。内容の異なる
同名クラスが存在する場合は，Java の仕様上，先にロードされたクラスだけが有効とな
ります。なお，WAR 内のクラスは WAR 単位に存在するクラスローダによってロードさ
れますので共有の対象外となります。
• J2EE アプリケーションの EJB-JAR やライブラリ JAR を入れ替える場合は，J2EE アプ
リケーションを停止したあとに J2EE サーバを再起動してください。再起動後に有効とな
ります。
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下位互換用のクラスローダ構成

デフォルトのクラスローダ構成と，Cosminexus Version 5（05-01）以前のクラスローダ
構成では内容が異なります。このため，下位互換用にクラスローダ構成を変更するため
のオプションがあります。Cosminexus Version 5（05-01）以前のバージョンからアップ
グレードインストールした場合は，自動的に下位互換用のクラスローダ構成になります。
下位互換用のクラスローダ構成に変更するには，J2EE サーバ用ユーザ定義ファイル
（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.properties）に次の設定をします。
動作モードをベーシックモードに設定
ejbserver.server.j2ee.feature=1.3basic
ローカル呼び出し最適化機能の適用範囲をなしに設定
ejbserver.rmi.localinvocation.scope=none
下位互換用のクラスローダ構成を次に示します。
図 H-3 下位互換用のクラスローダ構成

各クラスローダの内容を次に示します。
● システムクラスローダ
Cosminexus のコンポーネントが提供するクラスをロードします。
● コネクタクラスローダ
下位互換用クラスローダ構成のときには，リソースアダプタを使用することはできな
いため，このクラスローダでは何もロードされません。
● JavaBeans クラスローダ
JavaBeans リソースのクラスをロードします。
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● アプリケーションクラスローダ
アプリケーション内の EJB-JAR およびライブラリ JAR に含まれるクラスをロードし
ます。アプリケーションごとに存在します。
● Web アプリケーションクラスローダ
J2EE アプリケーション内の WAR に含まれるクラスをロードします。WAR ごとに存
在します。WAR から J2EE アプリケーション内の EJB 呼び出しができるように，ス
タブ関連のクラスもロードします。
● JSP クラスローダ
JSP ファイルおよびタグファイルをコンパイルしたときに生成されたクラスをロード
します。JSP ごとに存在します。
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クラスローダに設定されるクラスパス

クラスローダに設定されるクラスパス，およびクラスローダがクラスをロードするとき
のクラスの検索順序を示します。
● コネクタクラスローダ
コネクタクラスローダは単体 RAR のクラスをロードするクラスローダです。単体デ
プロイ済み RAR ファイルに含まれている JAR ファイルを，クラスパスに設定しま
す。
● J2EE コンテナクラスローダ
J2EE コンテナクラスローダは，ejbserver.rmi.localinvocation.scope=all（ローカル
呼び出し最適化機能を使用する）を指定したときに有効になるクラスローダです。す
べてのアプリケーションクラスローダの親クラスローダとなり，開始状態にあるすべ
てのアプリケーションクラスローダのクラスパスを自分のクラスパスに持ちます。
● アプリケーションクラスローダ
アプリケーションクラスローダは，J2EE アプリケーション内の EJB-JAR，ライブラ
リ JAR，およびコンテナ生成クラスをロードします。設定されるクラスパスの順序を
次に示します。
1. J2EE アプリケーションに含まれる RAR に含まれている JAR ファイル
2. J2EE アプリケーションに含まれる EJB-JAR
3. 参照方式のライブラリ
4. J2EE アプリケーションに含まれるライブラリ JAR
5. Naming 切り替え機能によって参照している別アプリケーションの EJB-JAR ファ
イル（参照先のアプリケーションが同一 J2EE サーバに存在する場合）
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付録 I

Cosminexus DABroker Library を使用したデー
タベース接続の実装

ここでは，Cosminexus DABroker Library が提供する機能を使用してデータベース接続
をする場合の実装方法や注意事項について説明します。
なお，ここでは Cosminexus DABroker Library を単独で使用（J2EE アプリケーション
以外から使用）する場合について説明しています。

付録 I.1 Cosminexus DABroker Library で開発するアプリ
ケーション
Cosminexus DABroker Library は，JDBC ドライバと DABroker のデータベース接続部
品から構成されたデータベースに接続するミドルウェアです。
Cosminexus DABroker Library を利用して開発したアプリケーションは，JDK が対応
する WWW ブラウザで動作します。開発したアプリケーションを組み込むマシンには，
Cosminexus DABroker Library が提供する JDBC ドライバが必要です。Cosminexus
DABroker Library はサーバで動作するアプリケーションだけサポートしています。
Application Server を利用したデータベース接続の流れを次の図に示します。
図 I-1 Application Server を利用したデータベース接続

Cosminexus DABroker Library で開発したアプリケーションは，Application Server に
組み込んで使用します。アプリケーションからの要求は，Application Server 上にある
JDBC ドライバを経由し，Cosminexus DABroker Library で処理されます。
Application Server のアプリケーションの動作時には，Cosminexus DABroker Library
で提供するネイティブライブラリが Application Server 上に動的にロードされます。ネ
イティブライブラリがロードされると，Java 標準のネイティブライブラリインタフェー
スである，JNI を使用してアプリケーションと Cosminexus DABroker Library を接続し
ます。ネイティブライブラリを使用することで，アプリケーションと Cosminexus
DABroker Library との接続処理を高速化し，高性能なデータベース接続を実現します。
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また，同一マシン上にアプリケーション，JDBC ドライバ，Cosminexus DABroker
Library があるため，通信処理のオーバーヘッドがなく，Java アプレットやクライアン
トで動作するアプリケーションに比べて高性能な処理を実現します。

！

注意事項
ここでは，Cosminexus DABroker Library を J2EE アプリケーション以外から使用する場
合について説明しています。したがって，J2EE アプリケーションから使用する場合には該
当しません。

付録 I.2

JDBC2.0 の概要

ここでは，Cosminexus DABroker Library で提供する，JDBC2.0 基本規格に沿った機
能の概要と注意事項について説明します。JDBC1.0 が提供するクラスとメソッドの機
能，および JDBC2.0 で規格化されていない DBP ドライバだけの機能については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

（1） ResultSet の拡張
JDBC2.0 基本規格では，ResultSet（ResultSet クラス）の拡張機能として，「スクロー
ル」と「並行処理」が追加されています。
（a） スクロールタイプ
ResultSet のスクロールタイプには，次の 3 種類があります。
● 順方向専用型
JDBC1.0 からの標準のスクロールタイプです。ResultSet 内を，順方向（上から下）
にだけスクロールできます。
● スクロール非反映型
JDBC2.0 で導入されたスクロールタイプです。ResultSet 内を，順方向，逆方向にス
クロールできます。また，現在の位置からの相対位置指定の移動，絶対位置への移動
もできます。
「非反映型」とは，ResultSet が開かれている間に加えられた変更が，その ResultSet
に反映されないことを意味します。つまり，基盤となるデータの静的なビューを提供
するだけで，ResultSet に含まれる行，その順序，および列の値は，ResultSet の作成
時に固定されます。
● スクロール反映型
JDBC2.0 で導入されたスクロールタイプです。Cosminexus DABroker Library では
サポートしていません。ResultSet が開かれている間に加えられた変更が，その
ResultSet に反映される点がスクロール非反映型とは異なります。
「変更の反映」という点では，
「その ResultSet 自身による変更の反映」，
「同一トラン
ザクション内での，ほかの ResultSet での変更の反映」
，「ほかのトランザクションに
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よる変更の反映」などがありますが，どこまで保証するかはドライバの実装レベル，
および DBMS のトランザクション遮断レベルに依存します。
（b） 並行処理タイプ
ResultSet の並行処理タイプには，次の種類があります。
● 読み取り専用型
JDBC1.0 からの標準の並行処理タイプです。ResultSet からの更新はできません。
● 更新可能型
JDBC2.0 で導入された並行処理タイプです。ResultSet からの更新（UPDATE，
INSERT，DELETE）ができます。Cosminexus DABroker Library ではサポートし
ていません。
（c） ResultSet タイプ
スクロールタイプと並行処理タイプを組み合わせることで，ResultSet には 6 種類のタイ
プがあります。Cosminexus DABroker Library では，このうち 2 種類をサポートしてい
ます。ResultSet タイプは，Connection クラスの createStatement メソッド，
prepareStatement メソッド，または prepareCall メソッドで，Statement クラス（また
はそのサブクラス）のインスタンスを取得する時に指定します。
６種類の ResultSet タイプと Cosminexus DABroker Library でのサポートを，次の表に
示します。
表 I-1 ResultSet のタイプ
ResultSet タイプ
スクロールタイプ
順方向専用型

スクロール非反映型

スクロール反映型

Cosminexus DABroker Library での
サポート

並行処理タイプ
読み取り専用型

○

更新可能型

×

読み取り専用型

○

更新可能型

×

読み取り専用型

×

更新可能型

×

（凡例）
○：サポートしています。
×：サポートしていません。
サポートしていない ResultSet タイプが指定された場合，エラーにはしないで，指定さ
れた ResultSet タイプにいちばん近い ResultSet タイプを使用して Statement クラス
（またはそのサブクラス）のインスタンスを生成します。また，警告メッセージを
Connection クラスの SQLWarning に格納します。
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更新可能型の並行処理タイプはサポートしていないため，ResultSet クラスに使用できな
いメソッドがあります。これらの使用できないメソッドが呼び出された場合は，無条件
に SQLException を throw します。どのメソッドが使用できないかについては，マニュ
アル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

（d） スクロール型 ResultSet 使用時の注意点
スクロール型 ResultSet では，Cosminexus DABroker Library 内ですべての検索データ
をキャッシングします。データ量が大量な場合は，メモリ不足や性能劣化が発生する可
能性が大きくなります。このため，スクロール型 ResultSet を使用する場合は，
「SQL に
条件を付加する」
，「Statement クラスの setMaxRows メソッドを呼び出す」など，検索
データ量をあらかじめ抑制してください。

（2） バッチ更新
JDBC2.0 基本規格では，Statement クラス，PreparedStatement クラス，および
CallableStatement クラスにバッチ更新機能が追加されています。バッチ更新機能を使
うと，複数の SQL，または複数のパラメタ値を登録し，一括で実行できます。
注意
バッチ更新機能を使用する場合，Connection クラスの AUTO コミットモードを
OFF にしてください。これは，バッチ更新の途中でエラーが発生した場合，そのト
ランザクションの有効・無効をアプリケーション側で制御する必要があるためです。
AUTO コミットモードが ON（初期状態）の場合，バッチ更新の途中でエラーが発
生しても，エラーが発生する一つ前までの SQL 実行は有効となるため，注意が必要
です。Cosminexus で JTA トランザクションを使用している場合，AUTO コミット
モードは OFF になります。
（a） Statement クラスでのバッチ更新
概要
• 複数の更新系 SQL を addBatch メソッドで登録します。
• 登録した更新系 SQL を，executeBatch メソッドを使用して一括で実行します。
• 一括実行の結果として，それぞれの更新系 SQL によって更新された行数の配列を
返します。
• 一括実行の途中でエラーが発生した場合，BatchUpdateException を throw しま
す。
• 登録した SQL 中に検索系 SQL がある場合，executeBatch メソッド呼び出し時に
BatchUpdateException を throw します。
注意事項
DABroker とのインタフェース上，複数の SQL を一括実行できないため，
Cosminexus DABroker Library では，登録された SQL を逐次実行することでバッ
チ更新を実現しています。
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（b） PreparedStatement クラスでのバッチ更新
概要
• PreparedStatement インスタンス生成時に指定した，更新系 SQL に対する？パ
ラメタを，通常の手順（setXXX メソッド）で設定します。
• addBatch メソッドで，？パラメタのセットを登録します。
• 登録した複数セットの？パラメタを，executeBatch メソッドで一括実行します。
• 一括実行の結果として，それぞれの？パラメタのセットで更新された行数の配列
を返します。
• 一括実行の途中でエラーが発生した場合，BatchUpdateException を throw しま
す。
• PreparedStatement インスタンス生成時に指定した SQL が検索系 SQL である場
合，executeBatch メソッド呼び出し時に BatchUpdateException を throw しま
す。
注意事項
定義系および制御系 SQL については，addBatch メソッドを実行しないでください。
（c） CallableStatement クラスでのバッチ更新
概要
• CallableStatement インスタンス生成時に指定した，SQL に対する？パラメタを，
通常の手順（setXXX メソッド）で設定します。
• addBatch メソッドで，入力パラメタのセットを登録します。
• 登録した複数セットの入力パラメタを，executeBatch メソッドで一括実行しま
す。
• 一括実行の結果として，それぞれの入力パラメタのセットで実行された，SQL の
返却値（更新行数）の配列を返します。
• 一括実行の途中でエラーが発生した場合，BatchUpdateException を throw しま
す。
• CallableStatement インスタンス生成時に指定した SQL が更新行数を返さない場
合，および出力パラメタか入出力パラメタを持つ場合，executeBatch メソッド呼
び出し時に BatchUpdateException を throw します。
注意事項
定義系および制御系 SQL については，addBatch メソッドを実行しないでください。
（d） HiRDB の場合のバッチ更新
HiRDB の場合のバッチ更新処理は，次の 2 種類に分けられます。
• 逐次実行
複数の SQL に分けて実行する更新処理です。
• 一括実行
HiRDB の配列更新機能を使用して実行する更新処理です。
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HiRDB の配列更新機能とは，データベースにより提供される次の機能を指します。
• HiRDB の配列を使用した INSERT 機能
• HiRDB の配列を使用した UPDATE 機能
• HiRDB の配列を使用した DELETE 機能
• HiRDB クライアント経由 XDM ／ RD E2 で使用する XDM ／ RD E2 の配列を使用し
た INSERT 機能
• HiRDB クライアント経由 XDM ／ RD E2 で使用する XDM ／ RD E2 の配列を使用し
た UPDATE 機能
• HiRDB クライアント経由 XDM ／ RD E2 で使用する XDM ／ RD E2 の配列を使用し
た DELETE 機能
HiRDB の配列更新機能では，複数の ? パラメタセットを配列形式で扱い，一度に処理す
ることができます。そのため，データベースとの通信回数が減り，大量のデータを高速
に更新できます。
HiRDB の配列更新機能を使用するには，BlockUpdate 設定を true にします。ただし，
接続する HiRDB のバージョンによって使用できない場合があります。HiRDB の配列更
新機能の詳細については，マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」およびマニュアル
「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。
● addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様
次に，バッチ更新時に使用する addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕
様を，BlockUpdate 設定が true の場合と false の場合に分けて示します。
表 I-2 addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
true，HiRDB の場合）
実行する SQL 文

DABroker の仕様（処理方法）
HiRDB Version
6

HiRDB
Version 7
07-00 以降か
つ 07-00-/K 以
前

HiRDB Version 7
07-00-/L 以降か
つ HiRDB
Version 7 07-01
未満

HiRDB
Version 7
07-01 以降

INSERT 文
（VALUES 句指定）

逐次実行

一括実行

一括実行

一括実行

INSERT 文
（SELECT 句指定）

逐次実行

KFPA19408E

逐次実行

一括実行

UPDATE 文

逐次実行

KFPA19408E

逐次実行

一括実行

DELETE 文

逐次実行

KFPA19408E

逐次実行

一括実行
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実行する SQL 文

DABroker の仕様（処理方法）
HiRDB Version
6

HiRDB
Version 7
07-00 以降か
つ 07-00-/K 以
前

HiRDB Version 7
07-00-/L 以降か
つ HiRDB
Version 7 07-01
未満

HiRDB
Version 7
07-01 以降

CALL 文（OUT また
は INOUT パラメタあ
り）

KFDJ00010-E

KFDJ00010E

KFDJ00010-E

KFDJ00010E

CALL 文（IN パラメ
タだけ）

逐次実行

逐次実行

逐次実行

逐次実行

（凡例）
一括実行：HiRDB の配列更新機能を使用して SQL を一括実行します。
逐次実行：HiRDB の配列更新機能を使用しないで SQL を分けて実行します。
KFPA19408-E：エラー（KFPA19408-E）が発生します。HiRDB の配列更新機能は使用できま
せん。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれていた場合，例外となります。

表 I-3

addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
false または指定なし，HiRDB の場合）
実行する SQL 文

DABroker の仕様（処理方法）

INSERT 文（VALUES 句指定）

逐次実行

INSERT 文（SELECT 句指定）

逐次実行

UPDATE 文

逐次実行

DELETE 文

逐次実行

SELECT 文

KFDJ00010-E

CALL 文（OUT または INOUT パラメタあり）

KFDJ00010-E

CALL 文（IN パラメタだけ）

逐次実行

（凡例）
逐次実行：HiRDB の配列更新機能を使用しないで SQL を分けて実行します。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれていた場合，例外となります。
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表 I-4 addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
true，HiRDB クライアント経由 XDM/RD E2 の場合）
実行する SQL

DABroker の仕様（処理方式）
HiRDB クライアント
08-02 未満

HiRDB クライアント 08-02 以降
XDM ／ RD E2（11-03
未満）

XDM ／ RD E2（11-03
以降）

INSERT 文
（VALUES 句指定）

逐次実行

逐次実行

一括実行

INSERT 文
（SELECT 句指定）

逐次実行

逐次実行

一括実行

UPDATE 文

逐次実行

逐次実行

一括実行

DELETE 文

逐次実行

逐次実行

一括実行

SELECT 文

KFDJ00010-E

KFDJ00010-E

KFDJ00010-E

CALL 文（OUT，ま
たは INOUT パラメタ
有）

KFDJ00010-E

KFDJ00010-E

KFDJ00010-E

CALL 文（IN パラメ
タだけ）

逐次実行

逐次実行

逐次実行

（凡例）
一括実行：HiRDB の配列更新機能を使用して SQL を一括実行します。
逐次実行：HiRDB の配列更新機能を使用しないで SQL を分けて実行します。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれている場合，例外となります。

表 I-5 addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
false または指定なし，HiRDB クライアント経由 XDM/RD E2 の場合）
実行する SQL 文

DABroker の仕様

INSERT 文（VALUES 句指定）

逐次実行

INSERT 文（SELECT 句指定）

逐次実行

UPDATE 文

逐次実行

DELETE 文

逐次実行

SELECT 文

KFDJ00010-E

CALL 文（OUT，または INOUT パラメタあり）

KFDJ00010-E

CALL 文（IN パラメタだけ）

逐次実行

（凡例）
逐次実行：HiRDB の配列更新機能を使用しないで SQL を分けて実行します。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
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メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれている場合，例外となります。

● HiRDB の配列更新機能の使用方法
HiRDB の配列更新機能の使用方法を次に示します。
• BlockUpdate 設定を true にします。
Connect 時に，プロパティとして BLOCK_UPDATE=TRUE を指定するか
（DataSource を使用する場合は setBlockUpdate(true)）
，
JdbcDbpsvPreparedStatement の setBlockUpdate(true) を指定します。
• パラメタが一つ以上ある SQL を前処理します。
• PreparedStatement クラス，または CallableStatement クラスの set メソッドで，?
パラメタに対する値を設定します。
• addBatch メソッドで，? パラメタセットを追加します。
• executeBatch メソッドで，バッチ更新を実行します。
● HiRDB の配列更新機能使用時の注意事項
● 共通項目
サポートする HiRDB 全バージョン共通の注意事項を次に示します。
• HiRDB の配列更新機能を使用するには，接続時のプロパティ情報，またはデータ
ソースの BlockUpdate を true で設定するか，PreparedStatement の
setBlockUpdate メソッドを true に設定する必要があります。
• HiRDB の配列更新機能は，? パラメタを持つ SQL 文に対して有効です。プロシ
ジャや Statement クラスの addBatch(String sql) を使用した場合は有効となりませ
ん。
• パラメタセットを登録する場合，PreparedStatement，または CallableStatement
の addBatch メソッドを使用してください。Statement の addBatch(String sql) を
使用するとエラーになります。
• HiRDB の配列更新機能は，addBatch メソッドで登録したパラメタセットが 2 件以
上ある場合に有効です。1 件の場合は HiRDB の配列更新機能を使用しないで実行
されます。
• 実行する SQL には，? パラメタが一つ以上必要です。? パラメタがない場合，
HiRDB の配列更新機能は使用されないで，逐次実行されます。
• XA 環境下の HiRDB に接続してバッチ更新を実行する場合，setAutoCommit(false)
を設定する必要があります。setAutoCommit(false) を設定しないで実行すると
HiRDB でエラーになります。
• DECIMAL 型データをパラメタセットに設定する場合，配列に指定する DECIMAL
型データの精度，および位取りは HiRDB の表定義属性に合わせられます。整数部
のけた数が HiRDB の表定義の整数部のけた数より大きいと，けたあふれが発生し
てエラーになります。
• SMALLINT 型，INTEGER 型，または DECIMAL 型の列に，setInt，または
setString を使用して範囲外のデータを設定するとエラーになります。
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• 配列更新の途中でエラーが発生した場合，エラーが発生する直前までの実行もすべ
て無効になります。
• ? パラメタに HiRDB の繰り返し列（複数要素を格納できる列）を指定している場
合，HiRDB の配列更新機能は使用されないで，逐次実行されます。
• setNull メソッドで，HiRDB の表定義の列属性が CHAR，NCHAR，MCHAR，
DATE，TIME，または TIMESTAMP の場合，列属性と同じ java.sql.Types を指定
していると，HiRDB の配列更新機能は使用されないで，逐次実行されます。
• setNull メソッドで，HiRDB の表定義の列属性と異なる java.sql.Types を指定して
いる場合，HiRDB の配列更新機能は使用されないで，逐次実行されます。ただし，
次の場合は，HiRDB の配列更新機能が実行されます。
・HiRDB の表定義の列属性が CHAR，NCHAR，または MCHAR で，
java.sql.Types に java.sqlTypes.VARCHAR を指定した場合
・HiRDB の表定義の列属性が DATE，TIME，または TIMESTAMP で，
java.sql.Types に java.sql.Types.CHAR を指定した場合
● HiRDB のバージョンが 07-00 の場合の注意事項
HiRDB のバージョンが 07-00 の場合，次に示すバージョン固有の注意事項がありま
す。共通項目と合わせて注意してください。
• HiRDB のバージョンが 07-00 の場合，使用できる HiRDB の配列更新機能は，
「配
列を使用した INSERT 機能（INSERT VALUE 句だけ）
」です。「配列を使用した
INSERT 機能（INSERT VALUE 句以外）
」，
「配列を使用した UPDATE 機能」，お
よび「配列を使用した DELETE 機能」は使用できません。
• ? パラメタに HiRDB の BLOB 型の列，または定義長 32,001 バイト以上の
BINARY 型の列を指定している場合，HiRDB の配列更新機能は使用されないで，
逐次実行されます。
• WITH DEFAULT 指定の BLOB 型の列，または WITH DEFAULT 指定で定義長
32,001 バイト以上の BINARY 型の列の場合，HiRDB の配列更新機能は使用されな
いで，逐次実行されます。
• HiRDB の行単位トリガを定義した表に対して更新する場合，HiRDB の配列更新機
能は使用されないで，逐次実行されます。
● HiRDB のバージョンが 07-01 以降の場合の注意事項
HiRDB のバージョンが 07-01 以降の場合，次に示すバージョン固有の注意事項があ
ります。共通項目と合わせて注意してください。
•「配列を使用した INSERT 機能」
，「配列を使用した UPDATE 機能」，および「配列
を使用した DELETE 機能」が使用できます。
• ? パラメタにデータ長が 32,001 バイト以上の BINARY データを指定している場合，
HiRDB の配列更新機能は使用されないで，逐次実行されます。
• HiRDB の BLOB 型列に対して 32,001 バイト以上のデータを指定している場合，
HiRDB の配列更新機能は使用され，逐次実行されます。
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（e） Oracle の場合のバッチ更新
ここでは，Oracle の場合のバッチ更新について説明します。
● addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様
次に，PreparedStatement および CallableStatement での addBatch メソッド−
executeBatch メソッド使用時の仕様を，BlockUpdate 設定が true の場合，false の場合
に分けて示します。
表 I-6

addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
true，Oracle の場合）
実行する SQL 文

DABroker の仕様（処理方法）

INSERT 文（VALUES 句指定）

逐次実行

INSERT 文（SELECT 句指定）

逐次実行

UPDATE 文

逐次実行

DELETE 文

逐次実行

SELECT 文

KFDJ00010-E

BEGIN 文（OUT または INOUT パラメタあり）

KFDJ00010-E

BEGIN 文（IN パラメタだけ）

逐次実行

（凡例）
逐次実行：SQL を分けて実行します。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれていた場合，例外となります。

表 I-7

addBatch メソッド− executeBatch メソッド使用時の仕様（BlockUpdate 設定が
false または指定なし，Oracle の場合）
実行する SQL 文

DABroker の仕様（処理方法）

INSERT 文（VALUES 句指定）

逐次実行

INSERT 文（SELECT 句指定）

逐次実行

UPDATE 文

逐次実行

DELETE 文

逐次実行

SELECT 文

KFDJ00010-E

BEGIN 文（OUT または INOUT パラメタあり）

KFDJ00010-E

BEGIN 文（IN パラメタだけ）

逐次実行

（凡例）
逐次実行：SQL を分けて実行します。
KFDJ00010-E：エラー（KFDJ00010-E）が発生します。JDBC2.0 規格では，executeBatch
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メソッドで更新行数を返さないもの（SELECT など）が含まれていた場合，例外となります。

● addBatch メソッド使用時の注意事項
• 実行する SQL に ? パラメタを一つ以上含めてください。
• 配列に指定するデータ型が異なる場合にはエラーとなります。
• Cosminexus から使用する場合は，PreparedStatement クラスの setBlockUpdate メ
ソッドは使用できません。

（3） JDBC SQL タイプの扱い
JDBC2.0 基本規格では，幾つかの新しい JDBC SQL タイプが追加されています。追加
された JDBC SQL タイプと Cosminexus DABroker Library でのサポートを，次の表に
示します。
表 I-8

追加された JDBC SQL タイプと Cosminexus DABroker Library でのサポート
追加された JDBC SQL タイプ

Cosminexus DABroker Library でのサポート

BLOB

○

CLOB

△

ARRAY

×

REF

×

DISTINCT

×

STRUCT

×

JAVA OBJECT

×

（凡例）
○：Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
△：Oracle9i，および Oracle10g でだけサポートしています。
×：サポートしていません。
（a） 検索データ取得時のデータ変換
追加された JDBC SQL タイプと，ResultSet クラスの getXXX メソッドとのデータ変換
について，次の表に示します。変換できない JDBC SQL タイプに対して getXXX メソッ
ドが呼び出された場合は，SQLException を throw します。接続データベースがどの
JDBC SQL タイプをサポートしているかは，
「付録 I.7

データ型の対応」を参照してく

ださい。
なお，JDBC2.0 規格では getUnicodeStream メソッドが推奨されないメソッドとなった
ため，代わりに getCharacterStream が追加されています。
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表 I-9

ResultSet クラスの getXXX メソッドと JDBC SQL タイプとのデータ変換 （1）

getXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
B
I
T

S
M
A
L
L
I
N
T

I
N
T
E
G
E
R

B
I
G
I
N
T

F
L
O
A
T

R
E
A
L

D
O
U
B
L
E

N
U
M
E
R
I
C

D
E
C
I
M
A
L

C
H
A
R

V
A
R
C
H
A
R

L
O
N
G
V
A
R
C
H
A
R

getByte

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

getShort

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

getInt

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

getLong

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

getFloat

○

○

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

getDouble

○

○

○

○

○

◎

○

◎

○

○

○

○

○

getBigDecimal

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

■

○

○

getBoolean

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

getString

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

getBytes

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getDate ※ 1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

getTime ※ 1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

getTimestamp ※ 1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

getAsciiStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

◎

getUnicodeStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

◎

getBinaryStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getObject

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

getCharacter
Stream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

◎

getArray
（未サポート）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getBlob ※ 2

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getClob ※ 3

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getRef
（未サポート）
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（凡例）
◎：完全に変換できます。
○：変換できます。ただし，変換元のデータの内容によってはデータの欠落や変換
エラーとなることがあります。
■：設定値が定義長に満たない場合，エラーが発生します。
−：変換できません。
注※ 1
引数に java.util.Calendar オブジェクトを指定する getDate，getTime および
getTimestamp メソッドを実行すると，データベースに格納されたデータが指定し
た java.util.Calendar オブジェクトのタイムゾーンであるとして，実行しているア
プリケーションのデフォルトのタイムゾーンに変換して取得します。
注※ 2
Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
注※ 3
Oracle9i，および Oracle10g でサポートしています。
表 I-10

ResultSet クラスの getXXX メソッドと JDBC SQL タイプとのデータ変換 （2）

getXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
D
A
T
E

T
I
M
E

T
I
M
E
S
T
A
M
P

B
I
N
A
R
Y

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

L
O
N
G

J
A
V
A

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T

S
T
R
U
C
T

A
R
R
A
Y

B
L
O
B

C
L
O
B

R
E
F

getByte

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getShort

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getInt

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getLong

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getFloat

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getDouble

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getBigDecimal

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getBoolean

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getString

○

○

○

○

○

○

−

−

−

−

−

−
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getXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
D
A
T
E

getBytes

T
I
M
E

T
I
M
E
S
T
A
M
P

B
I
N
A
R
Y

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

L
O
N
G

J
A
V
A

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T

S
T
R
U
C
T

A
R
R
A
Y

B
L
O
B

C
L
O
B

R
E
F

−

−

−

◎

◎

○

−

−

−

−

−

−

※1

◎

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getTime ※ 1

−

◎

○

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getTimestamp ※ 1

○

−

◎

−

−

−

−

−

−

−

−

−

getAsciiStream

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

getUnicodeStream

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

getBinaryStream

−

−

−

○

○

◎

−

−

−

−

−

−

getObject

○

○

○

○

○

○

▲

▲

△

▼

▼

△

getCharacter
Stream

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

getArray
（未サポート）

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

−

−

−

−

−

−

−

−

○

−

−

−

●

−

−

getDate

getBlob ※ 2

※
4

getClob ※ 3
getRef
（未サポート）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

●

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

（凡例）
◎：完全に変換できます。
○：変換できます。ただし，変換元のデータの内容によってはデータの欠落や変換
エラーとなることがあります。
●：完全に変換できる組み合わせです。ただし，接続するデータベースが Oracle9i
または Oracle10g の場合以外は，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えませ
ん。
▼：変換できる組み合わせです。ただし，接続するデータベースが Oracle9i または
Oracle10g の場合以外は，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えません。
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▲：完全に変換できる組み合わせです。ただし，JDBC SQL タイプが未サポートの
ため使えません。
△：変換できる組み合わせです。ただし，JDBC SQL タイプが未サポートのため使
えません。
−：変換できません。
注※ 1
引数に java.util.Calendar オブジェクトを指定する getDate，getTime および
getTimestamp メソッドを実行すると，データベースに格納されたデータが指定し
た java.util.Calendar オブジェクトのタイムゾーンであるとして，実行しているア
プリケーションのデフォルトのタイムゾーンに変換して取得します。
注※ 2
Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
注※ 3
Oracle9i，および Oracle10g でサポートしています。
注※ 4
HiRDB でだけサポートしています。
（b） ？パラメタ設定時のデータ変換
追加された JDBC SQL タイプと，PreparedStatement クラスの setXXX メソッドとの
データ変換について，次の表に示します。JDBC SQL タイプをサポートしていない場
合，setXXX メソッドは SQLException を throw します。接続データベースがどの
JDBC SQL タイプをサポートしているかは，
「付録 I.7

データ型の対応」を参照してく

ださい。
なお，JDBC2.0 規格では，setUnicodeStream メソッドが推奨されないメソッドとなっ
たため，代わりに setCharacterStream が追加されています。
表 I-11

追加された JDBC SQL タイプと setXXX メソッド
setXXX メソッド

データ変換される JDBC SQL タイプ

setCharacterStream

CHAR，VARCHAR，または LONGVARCHAR

setRef（未サポート）

REF

setBlob ※ 1

BLOB，LONGVARBINARY

setClob ※ 2

CLOB

setArray（未サポート）

ARRAY

注※ 1
Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
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注※ 2
Oracle9i，および Oracle10g でサポートしています。
表 I-12

setXXX メソッドと JDBC SQL タイプとのデータ変換 （1）

setXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
B
I
T

S
M
A
L
L
I
N
T

I
N
T
E
G
E
R

B
I
G
I
N
T

F
L
O
A
T

R
E
A
L

D
O
U
B
L
E

N
U
M
E
R
I
C

D
E
C
I
M
A
L

C
H
A
R

V
A
R
C
H
A
R

L
O
N
G
V
A
R
C
H
A
R

setByte

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

setShort

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

setInt

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

setLong

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

setFloat

○

○

○

○

○

○

◎

○

○

○

○

○

○

setDouble

○

○

○

○

○

◎

○

◎

○

○

○

○

○

setBigDecimal

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

○

○

setBoolean

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

setString

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

○

setBytes

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setDate

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

setTime

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

setTimestamp

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

setAsciiStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

※
4

※
4

※
4

setUnicodeStream ※ 1

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

setBinaryStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setObject

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

setCharacterStream

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

○

○

○

※
5

※
5

※
5

setArray
（未サポート）
setBlob ※ 2
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setXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
B
I
T

setClob ※ 3
setRef
（未サポート）

T
I
N
Y
I
N
T

S
M
A
L
L
I
N
T

I
N
T
E
G
E
R

B
I
G
I
N
T

F
L
O
A
T

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

R
E
A
L

D
O
U
B
L
E

N
U
M
E
R
I
C

D
E
C
I
M
A
L

C
H
A
R

V
A
R
C
H
A
R

L
O
N
G

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

V
A
R
C
H
A
R

（凡例）
◎：完全に変換できます。
○：変換できます。ただし，変換元のデータの内容によってはデータの欠落や変換
エラーとなることがあります。
−：変換できません。
注※ 1
Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
注※ 2
Oracle9i，および Oracle10g でサポートしています。
注※ 3
長さが 0 のデータを設定するとエラーになります。
注※ 4
接続データベースが Oracle の場合，長さが 0 のデータを設定すると，NULL 値に
変換します。
注※ 5
java.io.Reader オブジェクトから取得できるデータの長さが引数で指定した長さよ
り短い場合，次のように引数で指定した長さまで 0 を補完します。
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表 I-13

setXXX メソッドと JDBC SQL タイプとのデータ変換（2）

setXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
D
A
T
E

1314

T
I
M
E

T
I
M
E
S
T
A
M
P

B
I
N
A
R
Y

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

L
O
N
G

J
A
V
A

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T

S
T
R
U
C
T

A
R
R
A
Y

B
L
O
B

C
L
O
B

R
E
F

setByte

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setShort

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setInt

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setLong

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setFloat

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setDouble

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setBigDecimal

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setBoolean

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setString

○

○

○

○

○

○

−

−

−

−

−

−

setBytes

−

−

−

◎

◎

○

−

−

−

−

−

−

setDate

◎

−

○

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setTime

−

◎

○

−

−

−

−

−

−

−

−

−

setTimestamp

○

−

◎

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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setXXX メソッド

JDBC SQL タイプ
D
A
T
E

setAsciiStream

−

T
I
M
E

−

T
I
M
E
S
T
A
M
P

B
I
N
A
R
Y

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

L
O
N
G

J
A
V
A

V
A
R
B
I
N
A
R
Y

O
B
J
E
C
T

−

○

○

○

※
4

※
4

S
T
R
U
C
T

A
R
R
A
Y

B
L
O
B

C
L
O
B

R
E
F

−

−

−

−

−

−

setUnicodeStream ※ 3

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

setBinaryStream

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

※
4

※
4

setObject

○

○

○

○

○

○

▲

▲

△

▼

▼

△

setCharacterStream

−

−

−

○

○

○

−

−

−

−

−

−

※
5

※
5

※
5

setArray（未サポート）

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

−

−

−

setBlob ※ 1

−

−

−

−

−

○

−

−

−

●

−

−

●

−

※
1

setClob ※ 2

−

−

−

−

−

−

※
2
※
4

−

−

−

−

※
4

setRef（未サポート）

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

▲

（凡例）
◎：完全に変換できます。
○：変換できます。ただし，変換元のデータの内容によってはデータの欠落や変換
エラーとなることがあります。
●：完全に変換できる組み合わせは，接続するデータベースが Oracle9i または
Oracle10g の場合以外は，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えません。
▼：変換できる組み合わせは，接続するデータベースが Oracle9i または Oracle10g
の場合以外は，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えません。
▲：完全に変換できる組み合わせは，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えま
せん。
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△：変換できる組み合わせは，JDBC SQL タイプが未サポートのため使えません。
−：変換できません。
注※ 1
Oracle9i，Oracle10g，および HiRDB でサポートしています。
注※ 2
Oracle9i，および Oracle10g でサポートしています。
注※ 3
長さが 0 のデータを設定するとエラーになります。
注※ 4
接続データベースが Oracle である場合，長さが 0 であるデータを設定すると
NULL 値に変換します。
注※ 5
java.io.Reader オブジェクトから取得できるデータの長さが引数で指定した長さよ
り短い場合，次のように引数で指定した長さまで 0 を補完します。

付録 I.3

JDBC2.0 拡張機能の概要

ここでは，Cosminexus DABroker Library で提供する JDBC2.0 拡張機能の概要を説明
します。各メソッドでの制限事項については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
API 編」を参照してください。

（1） JNDI 連携
JNDI 連携とは，DBMS との接続情報を JNDI に登録し，登録した接続情報を使用して
DBMS と接続する機能です。一度接続情報を登録すれば，DBMS との接続時に接続情報
を設定する必要がなくなります。JNDI 連携の操作については，
「付録 I.5
張機能を使用したデータベース接続の設定」を参照してください。
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（2） 接続プール
接続プール機能は，DataSource オブジェクトと JNDI を使用してデータベースと接続し
た場合だけ使用できます。
データベースとの接続をためる（プール）機能の概要について説明します。
（a） 概要
DBMS との接続をプールします。この機能は，DBMS との接続および解放によるオー
バーヘッドを縮小し，サーバアプリケーションの性能向上に役立ちます。
● アプリケーションに影響を与えないため，接続プールの有無を意識する必要がない。
● システム構築時に，接続プール機能を任意に選択できる（ユーザが作成する，アプリ
ケーションサーバのベンダが提供するものを使用する，または JDBC のベンダが提供
するものを使用する）。
● 接続プール機能では，アプリケーションとのインタフェースとして，DataSource ク
ラスを提供する。
● JDBC2.0 拡張機能では，接続プール機能とのインタフェースとして，
ConnectionPoolDataSource クラスと PooledConnection クラスを提供する。
● ConnectionPoolDataSource クラスは，JDBC2.0 拡張機能が提供する DataSource ク
ラスと同様に，接続情報の設定および取得用のメソッドを提供する。
（b） 関連するクラス
接続プール機能に関連するクラスを次の表に示します。
表 I-14

接続プールに関連するクラス
クラス

javax.sql.
ConnectionEventListener

概要
• 接続プール機能が提供
• 接続プール機能で，接続の切断，SQL エラーなどをこのク
ラスのオブジェクトから検知※ 1

javax.sql.DataSource

•
•
•
•

javax.sql.
ConnectionPoolDataSource

• JDBC2.0 拡張機能が提供※ 2
• データベース接続に必要な接続情報の設定および取得用のメ
ソッドを提供
• 接続プール機能が使用
• JNDI に登録して使用
• このクラスのオブジェクトから PooledConnection オブジェ
クトを取得

接続プール機能が提供
データベース接続時のアプリケーションとのインタフェース
接続プールを制御
JNDI に登録して使用
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クラス

概要

javax.sql.PooledConnection

•
•
•
•

JDBC2.0 拡張機能が提供※ 2
接続プール機能が使用
このクラスのオブジェクトがプール対象
このクラスのオブジェクトから Connection オブジェクトを
取得

注※ 1
connectionErrorOccurred が返されるのは次のエラーコードの場合です。
接続データベースが HiRDB：-720，-722，-723，-728，-732，-932，-1700
接続データベースが Oracle：28，1012，3113，3114，12571
注※ 2
JDBC2.0 拡張機能が提供するパッケージ名称とクラス名称を次に示します。
種類

名称

パッケージ

JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver

ConnectionPoolDataSource クラス

JdbcDbpsvConnectionPoolDataSource

PooledConnection クラス

JdbcDbpsvPooledConnection

（3） 注意事項
接続プール機能に関連するクラスのインタフェース定義は，JDK では標準で提供してい
ません。接続プール機能を使用するときは，JavaSoft のホームページから入手しておい
てください。

（4） 分散トランザクション機能
分散トランザクション機能とは，Sun Microsystems の提唱する Java Transaction API
（JTA）規格を基に，トランザクションマネージャと連携する，接続プール機能の拡張機
能です。
分散トランザクション機能は，XADataSource クラスと JNDI を使用してデータベース
と接続した場合だけ使用できます。
分散トランザクション機能の概要について説明します。
（a） 概要
JTS および JTA との連携によって，Sun Microsystems の提唱する Java Transaction
API（JTA）規格に沿った，分散トランザクションを構築できます。
● システム構築時に，トランザクション連携機能を任意に選択できます（ユーザが作成
する，APServer ベンダ提供のものを使用する，または JDBC ベンダが提供するもの
を使用する）
。
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● トランザクション連携機能は，接続プールの拡張機能として，トランザクションマ
ネージャが提供する，JTA や JTS を使用します。
● トランザクション連携機能では，アプリケーションとのインタフェースとして，
DataSource クラスを提供します。
● JDBC2.0 拡張機能では，トランザクション連携機能とのインタフェースとして，
XADataSource クラスと XAConnection クラスを提供します。また，トランザクショ
ンマネージャとのインタフェースとして，XAResource クラスを提供します。
● XADataSource クラスは，JDBC2.0 拡張機能が提供する DataSource クラスと同様
に，接続情報の設定および取得用のメソッドを提供します。
接続プールの場合と同様に，アプリケーションが使用する Connection オブジェクトは
XAConnection クラスが生成しますが，PooledConnection クラスや JDBC2.0 拡張機能
が提供する DataSource クラスが生成する Connection オブジェクトと比べて，次の点が
異なります。
● 接続情報に XALocalCommitMode(true) を設定していない場合には，XADataSource
クラス使用時，AutoCommit のモードは OFF になります。また，AutoCommit の
モードを ON にしたり（Connection クラスの setAutoCommit(true) メソッドの発
行）
，Connection クラスの commit メソッド，または rollback メソッドを実行したり
すると，SQLException となります。ただし，XALocalCommitMode(true) をプロパ
ティに設定している場合だけ AutoCommit のモードは ON となります。
● 一つの XAResource に対して複数の Connection クラスを生成してもトランザクショ
ンは一つになります。XAResource，Connection は一対一で使用するようにしてくだ
さい。トランザクションがローカルトランザクション※ 1 の場合，Connection クラス
の setAutoCommit(true) メソッド，commit メソッド，および rollback メソッドを呼
び出せます。同じ XAResource を使用するトランザクションがグローバルトランザク
ション※ 2 を開始すると，自動的に AutoCommit のモードは OFF になります。再び，
トランザクションがローカルトランザクションに移行すると，開始前の AutoCommit
のモードに変更されます。複数の Connection を使用して，トランザクションがロー
カルトランザクションのときに setAutoCommit メソッドで AutoCommit のモードを
変更する場合は，すべての Connection クラスのオブジェクトに対してそれぞれ
setAutoCommit メソッドを呼び出して AutoCommit のモードを統一させる必要があ
ります。現在のトランザクションがローカルトランザクションで，AutoCommit の
モードが OFF の状態で新たに Connection を生成した場合，新しい Connection クラ
スのオブジェクトに対して setAutoCommit(false) を実行してください。
注※ 1
ローカルトランザクションとは，XAResource クラスの start 実行前，または
XAResource クラスの end 実行後の状態にあるトランザクションのことです。
注※ 2
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グローバルトランザクションとは，XAResource クラスの start 実行後，または
XAResource クラスの end を実行するまでの状態にあるトランザクションのこと
で，トランザクションマネージャがトランザクション制御を行っている状態を指
します。
● 次の状態のとき，Connection クラスの close メソッドを実行しても，接続している
データベースによってトランザクションが決着されないことがあります。
• 接続情報に XALocalCommitMode(true) を設定している。
• AutoCommit のモードを OFF にしている。
• ローカルトランザクション内で SQL を実行し，Connection クラスの commit メ
ソッド，または rollback メソッドを実行しない。
トランザクションを決着させるには，Connection クラスの close メソッドを実行する
前に，明示的に Connection クラスの commit メソッド，または rollback メソッドを
実行する必要があります。
● HiRDB の配列更新機能を使用するには，setXALocalCommitMode(true)，および
setBlockUpdate(true) に設定して HiRDB に接続後，AutoCommit(false) を指定する
必要があります。HiRDB に setXALocalCommitMode(true) を設定して接続し，
HiRDB の配列更新機能を使用する例を次に示します。
なお，HiRDB の配列更新機能については，「付録 I.2(2) バッチ更新」を参照してく
ださい。
XADataSource xads = new XADataSource();
xads.setDatabaseName("HIRDB");
xads.setXALocalCommitMode(true);
・
・
Connection con = xaconnection.getConnection();
String sql = "INSERT INTO SAMPLE VALUES(?)";
PreparedStatement pst = con.prepareStatement(sql);
con.setAutoCommit(false);
pst.setInt(1,10);
pst.addBatch();
pst.setInt(1,20);
pst.addBatch();
pst.executeBatch();
con.commit();

● Cosminexus DABroker Library は，SQL の前処理を複数の Commit，Rollback にわ
たって保持します。
この機能を XA 環境下で使用できるデータベースは，HiRDB のバージョンが 07-01
以降です。また，SQL の前処理の保持機能が使用できるのは，グローバルトランザク
ション，およびローカルトランザクションを混在せずに使用している場合だけです。
ローカルトランザクションとグローバルトランザクションを混在させて使用すると，
ローカルトランザクション SQL の前処理の保持機能は使用できません。
XA 環境下でローカルトランザクションとグローバルトランザクションが混在した
JavaUP の場合の前処理保持状態を次に示します。
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図 I-2 XA 環境下でローカルトランザクションとグローバルトランザクションが混在し
た JavaUP の場合の前処理保持状態

（b） 関連するクラス
分散トランザクション機能に関連するクラスを次の表に示します。
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表 I-15

分散トランザクションに関連するクラス
クラス

概要

javax.sql.
ConnectionEventListener

• トランザクション連携機能が提供
• トランザクション連携機能で，接続の切断，SQL エラーなど
をこのクラスのオブジェクトから検知※ 1

javax.sql.DataSource

• トランザクション連携機能が提供
• データベース接続時のアプリケーションとのインタフェース
• トランザクションマネージャとの連携および接続プールを制
御
• JNDI に登録して使用

javax.sql.XADataSource

• JDBC2.0 拡張機能が提供※ 2
• データベース接続に必要な接続情報の設定および取得用のメ
ソッドを提供
• トランザクション連携機能が使用
• JNDI に登録して使用
• このクラスのオブジェクトから XAConnection オブジェクト
を取得

javax.sql.XAConnection

•
•
•
•
•

javax.transaction.xa.
XAResource

• JDBC2.0 拡張機能が提供※ 2
• トランザクションマネージャが使用する XA 関連メソッドを
提供

javax.transaction.xa.Xid

• JDBC2.0 拡張機能※ 2 およびトランザクションマネージャが
提供
• XAResource クラスの引数および戻り値として使用

JDBC2.0 拡張機能が提供※ 2
PooledConnection クラスのサブクラス
トランザクション連携機能が使用
このクラスのオブジェクトがプール対象
このクラスのオブジェクトから Connection オブジェクトを
取得

注※ 1
connectionErrorOccurred が返されるのは次のエラーコードの場合です。
接続データベースが HiRDB：-720，-722，-723，-728，-732，-932，-1700
接続データベースが Oracle：28，1012，3113，3114，12571
注※ 2
JDBC2.0 拡張機能が提供するパッケージ名称とクラス名称を次に示します。
種類
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名称

パッケージ

JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver

XADataSource クラス

JdbcDbpsvXADataSource

XAConnection クラス

JdbcDbpsvXAConnection

XAResource クラス

JdbcDbpsvXAResource

Xid クラス

JdbcDbpsvXid
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（c） 注意事項
トランザクション連携機能に関連するクラスのインタフェース定義は，JDK では標準で
提供していません。トランザクション連携機能を使用するときは，JavaSoft のホーム
ページから入手しておいてください。

付録 I.4

データベース接続の設定

Cosminexus DABroker Library で開発するアプリケーションでは，次の項目を設定しま
す。ただし，トレースを取得するための情報の設定は任意です。
• 使用する JDBC ドライバの設定
• 接続するデータベースの設定
• データベースに接続するための各種情報の設定
• トレースを取得するための情報の設定（任意）
ここでは，それぞれの設定内容について説明します。
なお，アプリケーション運用時に必要となる，アプリケーションの組み込みやインタ
フェースの定義については，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照し
てください。

（1） 使用する JDBC ドライバの設定
JDBC ドライバのロードに，次のドライバ名称およびパッケージ名称を設定します。
設定項目

設定値

ドライバ名称

JdbcDbpsvDriver

パッケージ名称

JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver

ドライバ名称およびパッケージ名称は，次のどちらかの方法で設定してください。
● Class.forName メソッドでの設定
Class.forName メソッドでアプリケーションから JDBC ドライバを登録します。
アプリケーション内に次のように記述してください。
Class.forName("JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDriver")

● システム（java.lang.System）プロパティの jdbc.drivers での指定
システムプロパティに JDBC ドライバを登録します。
システムプロパティでの指定方法は，Java の各処理系の仕様に依存します。
次に，システムプロパティへの登録方法を示します。
• Appletviewer での指定− Java アプレットの場合
[JAVA_HOME]/.hotjava/properties ファイルに次の記述を追加してください。複数
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のドライバを使用する場合は，
「:（コロン）」で区切って記述してください。なお，
［JAVA_HOME］とは，環境変数 PATH に設定した値のことです。
［JAVA_HOME］
は，Java 実行環境によって異なります。
jdbc.drivers="JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDriver"

• Java のメソッドでの設定
System.setProperty メソッドを使用してシステムプロパティに登録してください。
次のように記述してください。
System.setProperty("jdbc.drivers",
"JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDriver") ;

JDBC ドライバの使用方法の詳細については，JavaSoft 提供の JDBC 関連ドキュメント
を参照してください。

（2） 接続するデータベースの設定
Cosminexus DABroker Library で開発するアプリケーションは，DABroker に接続して
データベースに接続します。DABroker およびデータベースは，次のどちらかの方法で
設定してください。
• Driver.connect メソッドの直接呼び出し
• DriverManager.getConnection メソッドの使用
同時に多数のユーザが接続するシステムの場合，ドライバマネージャを使用する接続方
法では，ドライバマネージャ内で待ちが発生することがあります。多数のユーザが同時
に接続することが想定されるシステムでは，Driver.connect メソッドの直接呼び出しの
接続方法でアプリケーションを開発することをお勧めします。
● Driver.connect メソッドの直接呼び出しによる接続方法
次のように，Driver クラスの connect メソッドを直接呼び出すことができます。
Driver drv = new JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDriver();
Connection con = drv.connect(String url,Properties info);

● DriverManager.getConnection メソッドの使用による接続方法
DABroker との接続は，DriverManager.getConnection メソッドを使用します。引数
のパターンは，次のどちらかです。
DriverManager.getConnection(String url,String user,String password);
DriverManager.getConnection(String url,Properties info);

次の表に，DriverManager.getConnection メソッド，および Driver.connect メソッドの
引数の内容を示します。
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getConnection メソッドおよび connect メソッドの引数の内容
設定内容

指定

String url

データベースに接続するための各種情報の設定用 URL 構文（
「付
録 I.4(3) データベースに接続するための各種情報の設定」参照）

必須

String user

データベース接続のユーザ ID ※ 1

必須

String password

データベース接続のパスワード※ 1

任意

Properties info

データベース接続のユーザ ID ※ 1
（キーワード："user"）

必須

データベース接続のパスワード※ 1
（キーワード："password"）

任意

アプリケーションの名称※ 2
（キーワード："UAPNAME"）

任意

DABroker からの受信データのバッファ長※ 3
（キーワード："BUF_SIZE"）

任意

トレース取得の有無
（キーワード："JDBC_IF，SV_EVENT，TRC_NO"，
「付録 I.4(4) トレースを取得するための情報の設定」参照）

任意

エンコード文字形態※ 4
（キーワード："ENCODELANG"）

任意

JDBC で取り扱うバッファ長※ 5
（キーワード："ROW_SIZE"）

任意

OS 認証機能使用の有無※ 6
（キーワード："DAB_OSAUTH"）

任意

警告の保持※ 7
（キーワード："SQLWARNING_IGNORE"）

任意

HiRDB のカーソルの保持※ 8
（キーワード："HIRDB_CURSOR"）

任意

複数のパラメタセットの処理方法※ 9
（キーワード："BLOCK_UPDATE"）

任意

Execute Direct 機能使用の有無※ 10
（キーワード："EXECUTE_DIRECT_MODE"）

任意

LONGVARBINARY 型データアクセスモード※ 11
（キーワード："LONGVARBINARY_ACCESS"）

任意

DABroker からの受信データのバッファプール数※ 12
（キーワード："BUF_POOL_SIZE"）

任意

注※ 1
データベースに接続するためのユーザ ID，およびパスワードは，あらかじめデータ
ベースに登録しておいてください。
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なお，ユーザ ID だけを指定し，パスワードの指定を省略した場合でも，データベー
スに接続できます。ただし，ユーザ ID の指定を省略し，パスワードだけを指定した
場合は，データベースに接続できません（データベースの仕様に従っています）
。
注※ 2
開発するアプリケーションを一意に識別するための名称です。DABroker で取得す
る，アプリケーションとの通信トレースの PAPNAME に使用されます。指定を省略
した場合は，
「DABroker for Java Version 2」が使用されます。
アプリケーションの名称は，30 バイト以内の文字列で指定してください。31 バイト
以上の文字列を指定した場合，31 バイト以降は切り捨てられます。
注※ 3
DABroker からの受信データを格納するためのバッファ長を，キロバイト単位の数
字文字列で指定します。BLOB データなどの長大データを使用する場合，想定され
るデータ長以上の値をこの項目に指定します。
指定値
1 〜 16000
指定を省略した場合，数字以外を指定した場合，または 1 より小さい値を指定
した場合は 64 が仮定されます。16000 より大きい値を指定した場合は 16000
が仮定されます。
値が仮定されたときは，Exception トレースログに値が仮定されたことを表す
メッセージ（KFDJ01009-W）が出力されます。出力される契機は
DriverManager.getConnection メソッドなどで Connection オブジェクトを取
得するときです。メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッセー
ジ 3 KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編」を参照してください。
ただし，BUF_SIZE の上限が 16,000 キロバイトのため，BLOB データなどの
16,000 キロバイトを超えるデータに一度にアクセスすることはできません。
データベース種別が HiRDB の場合は，指定したバイト数を取り出す STRING
のインタフェース（BLOB データの部分抽出機能）があるため，ここで指定し
たサイズ以下のサイズに分割して取り出してください。BLOB データの部分抽
出機能の詳細については，マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」
，およびマ
ニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。
注※ 4
String クラスで文字変換に使用するエンコード文字形態を指定します。
指定値
Java がサポートしている文字エンコーディング：
MS932 など，指定したエンコード文字形態を使用します。
OFF：
JavaVM がサポートしている標準エンコードを使用します。
次に DABroker の漢字コードセットの値と JDBC 内のエンコーディングの対応
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を示します。
DABroker（UNIX）の DAB_LANG の値，または
DABroker（Windows）の DABLANGMODE の漢
字コードセットの値

JDBC 内の文字エンコーディング

SJIS（シフト JIS）モード

VM の標準エンコードを使用します。

EUC モード

EUCJIS

ASCII モード

8859_1

UTF-8 モード

UTF-8

指定を省略した場合，OFF が仮定されます。
注※ 5
JDBC で取り扱うバッファ長を指定します。指定はメガバイト単位の数字文字列で
指定します。利用するデータベースの 1 レコードの長さより大きい値を指定してく
ださい。
指定値
16 〜 512
指定を省略した場合，数字以外を指定した場合，または 16 より小さい値を指定
した場合は 16 が仮定されます。
512 より大きい値を指定した場合は 512 が仮定されます。
注※ 6
OS 認証機能を使用したデータベース接続をするかどうか指定します。
指定値
TRUE ：使用します。
FALSE：使用しません。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。この指定は，Oracle9i 9.2.0 に接
続する場合だけ有効です。それ以外のバージョンの Oracle に対して指定した場合は
動作を保証しません。接続するデータベースが Oracle 以外の場合は，指定値に関係
なく，OS 認証機能を使用しません。
注※ 7
データベースから返される警告を，Connection クラスで保持するかどうかを指定し
ます。
指定値
TRUE ：保持しません。
FALSE：保持します。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。
注※ 8
HiRDB での検索時，カーソルが複数の Commit にわたって有効かどうかを指定し
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ます。
指定値
TRUE：カーソルは保持されます。アプリケーションは，続けて Fetch できま
す（LOCK TABLE UNTIL DISCONNECT が前提です）。
FALSE：カーソルはクローズされます。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。Oracle では，カーソルは常に複
数の Commit，または Rollback にわたって有効です。通常，Fetch 時，DABroker
に Fetch データをバッファリングするため，Commit 直後の Fetch でエラーが発生
するとは限りません。
MetaData を取得する場合，「TRUE」を指定して LOCK TABLE UNTIL
DISCONNECT をしないで，複数の Commit にわたって Fetch を行うとエラーが発
生します。MetaData を取得する場合は，「TRUE」を設定しないでください。
MetaData を取得する場合，「FALSE」，またはデフォルトの状態で ResultSet の
Fetch 実行中に Commit を実行するとエラーが発生します。
この機能については，マニュアル「HiRDB

SQL リファレンス」を参照してくださ

い。
注※ 9
接続データベースが HiRDB の場合，? パラメタを使用したデータベースの更新で，
複数のパラメタセットを一度に処理するかどうかを指定します。
指定値
TRUE ：一度に処理します。
FALSE：パラメタセットを一つずつ分割して処理します。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。この指定は，接続データベースが
HiRDB のときだけ有効です。HiRDB 以外のデータベースの場合は，常にパラメタ
セットを一つずつ分割して処理します。また，実際にパラメタセットが一度に処理
されるかどうかは，DABroker および HiRDB の仕様に従います。
注※ 10
接続データベースが HiRDB の場合，INSERT，UPDATE，DELETE など，
Statement クラスを使用したデータベースの更新で HiRDB の EXECUTE DIRECT
機能を使用するかどうかを指定します。
指定値
TRUE ：EXECUTE DIRECT 機能を使用します。
FALSE：EXECUTE DIRECT 機能を使用しません。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。この指定は，接続データベースが
HiRDB のときだけ有効であり，HiRDB 以外のデータベースの場合は，常に
EXECUTE DIRECT 機能を使用しません。
注※ 11
LONGVARBINARY（列属性 BLOB，列属性 BINARY）のデータベースのアクセス
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方法を指定します。
指定値
REAL：実データでアクセスします（デフォルト）
。
LOCATOR：HiRDB の位置づけ子（locator）機能を使用してアクセスします。
上記以外：
「REAL」を指定したものとします。なお，次のどれかの場合，
「LOCATOR」を指定しても「REAL」が指定されたとみなします。
• 接続先 DB が HiRDB 以外
• 接続先 DB である HiRDB の HiRDB サーバ，または HiRDB クライアントラ
イブラリのバージョンが 07-00 以前
LONGVARBINARY_ACCESS を指定した場合の注意事項を次に示します。
• BUF_SIZE と LONGVARBINARY_ACCESS を指定した場合
BUF_SIZE および LONGVARBINARY_ACCESS の指定によって，BLOB ／
BINARY データの取得方法が変化します。BLOB ／ BINARY データの取得方法
については，
「付録 I.4(3)(b)

URL に指定する各種情報」の「BLOB ／ BINARY

データの取得方法」を参照してください。
• 実行性能
LONGVARBINARY_ACCESS に「REAL」を指定すると，データベースへのア
クセスは，ResultSet.next または CallableStatement.execute 実行時に 1 回行わ
れるのに対し，
「LOCATOR」を指定すると，ResultSet.next または
CallableStatement.execute 実行時と，getBytes などのデータを取得するメソッ
ド実行時の 2 回行われます。そのため，「LOCATOR」を指定すると「REAL」を
指定した場合に比べて性能が低下する場合があります。
• AUTO コミット
LONGVARBINARY_ACCESS が「LOCATOR」でかつ，AUTO コミットが有効
の場合，ストアドプロシジャの BLOB ／ BINARY 型出力パラメタを受け取れま
せん（getBytes などでデータを取得できません）。ストアドプロシジャの出力パラ
メタを受け取るには AUTO コミットを無効にしてください。
• トランザクション終了後のデータ操作
LONGVARBINARY_ACCESS が「LOCATOR」の場合，SQL の実行結果取得
（ResultSet.next，CallableStatement.execute）からデータ操作（Blob.getBytes，
InputStream.read など）までにトランザクションが終了すると，データ操作がで
きません。また，HIRDB_CURSOR が「TRUE」であってもトランザクション終
了後のデータ操作は実行できません。
そのため，データ操作はトランザクション終了前に行ってください。
注※ 12
DABroker からの受信データを格納するためのバッファプール数を設定します。指
定しない場合は，0（デフォルト）が仮定されます。受信バッファプール数指定機能
については，「9.10.8(2)

受信バッファプール数の指定」を参照してください。

指定値
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• 0（デフォルト）
受信バッファプール数指定機能を使用しません。受信バッファをすべてプー
ルします。
• 1 〜 1024
引数に指定された値を受信バッファプール数に設定します。ただし，接続す
るデータベースが HiRDB または ORACLE 以外の場合は，受信バッファプー
ル数は 1 〜 64 になります。この場合，64 より大きい値を指定しても 64 個ま
でしかプールできません。
• 上記以外
0 より小さい値を指定した場合，または数字以外を指定した場合は 0 が仮定
されます。1024 より大きい値を設定した場合は 1024 が仮定されます。
値が仮定されたときは，Exception トレースログにメッセージ
（KFDJ01011-W）が出力されます。このメッセージが出力される契機は
DriverManager.getConnection メソッドなどで Connection オブジェクトを
取得するときです。メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッ
セージ 3 KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編」を参照してください。
ただし，SQLWarnning は作成されません。

（3） データベースに接続するための各種情報の設定
ここでは，DABroker およびデータベースの各種情報の設定について説明します。
（a） URL の指定形式
引数 URL は，次の形式で指定します。
なお，任意に指定する項目については，［］
（角括弧）で示しています。
jdbc:hitachi:dbplib://DB =データベース種別[,DBID = データベースの接続情報
][,DBENV = 接続先データベース定義情報][,DBHOST = データベース(HiRDB)のホスト名
][,BUF_SIZE = 受信バッファ長][,ENCODELANG = 変換文字指定]
[,HIRDB_CURSOR = HiRDBカーソル動作モード]

• 必須の指定を省略した場合は，エラー（SQLException を throw する）となります。
• URL で指定する項目の中または項目の間でスペースを指定すると，指定値が無効とな
ります。
（b） URL に指定する各種情報
各種情報に指定する内容を，次に示します。
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● URL での指定項目
表 I-17 URL での指定項目
各種情報

指定内容

データベース種別
（DB=）

DABroker から接続するデータベースの種別を指定します。
指定値：表 I-18 参照
指定は必須です。

データベースの
接続情報
（DBID=）

接続するデータベース情報を指定します。
指定値：表 I-19 参照

接続先データベー
ス定義情報
（DBENV=）

DABroker の接続先データベース定義情報を次の形式で指定します。
データベース種別名：データベース名
データベース種別が DABroker − Database Connection Server の場合は，必ずこ
の項目を指定します。それ以外のデータベース種別の場合は，ここでの指定値は
無視されます。

データベースのホ
スト名
（DBHOST=）

データベースの種別に HiRDB を指定する場合，HiRDB のホスト名を指定しま
す。なお，HiRDB 以外のデータベースを指定する場合，ここでの指定値は無視さ
れます。
指定値：ホスト名
指定は任意です。

受信バッファ長
（BUF_SIZE=）

DABroker からの受信データを格納するためのバッファ長を，キロバイト単位の
数字文字列で指定します。BLOB データなどの長大データを使用する場合，想定
されるデータ長以上の値をこの項目に指定します。
指定値：1 〜 16000
指定を省略した場合，数字以外を指定した場合，または 1 より小さい値を指定し
た場合は 64 が仮定されます。16000 より大きい値を指定した場合は 16000 が仮
定されます。
値が仮定されたときは，Exception トレースログに値が仮定されたことを表す
メッセージ（KFDJ01009-W）が出力されます。出力される契機は
DriverManager.getConnection メソッドなどで Connection オブジェクトを取得
するときです。メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッセージ 3
KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編」を参照してください。
ただし，BUF_SIZE の上限が 16,000 キロバイトのため，BLOB データなどの
16,000 キロバイトを超えるデータに一度にアクセスすることはできません。デー
タベース種別が HiRDB の場合は，指定したバイト数を取り出す STRING のイン
タフェース（BLOB データの部分抽出機能）があるため，ここで指定したサイズ
以下のサイズに分割して取り出してください。BLOB データの部分抽出機能の詳
細については，マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」
，およびマニュアル
「HiRDB SQL リファレンス」を参照してください。
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各種情報

指定内容

受信バッファプー
ル数
（BUF_POOL_SI
ZE）

DABroker からの受信データを格納するためのバッファプール数を設定します。
指定しない場合は，0（デフォルト）が仮定されます。受信バッファプール数指定
機能については，「9.10.8(2) 受信バッファプール数の指定」を参照してくださ
い。
指定値：
0（デフォルト）
受信バッファプール数指定機能を使用しません。受信バッファをすべてプー
ルします。
1 〜 1024
引数に指定された値を受信バッファプール数に設定します。ただし，接続す
るデータベースが HiRDB または ORACLE 以外の場合は，受信バッファプー
ル数は 1 〜 64 になります。この場合，64 より大きい値を指定しても 64 個ま
でしかプールできません。
上記以外
0 より小さい値を指定した場合，または数字以外を指定した場合は 0 が仮定
されます。1024 より大きい値を設定した場合は 1024 が仮定されます。
値が仮定されたときは，Exception トレースログにメッセージ（KFDJ01011-W）
が出力されます。このメッセージが出力される契機は
DriverManager.getConnection メソッドなどで Connection オブジェクトを取得
するときです。メッセージについては，マニュアル「Cosminexus メッセージ 3
KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編」を参照してください。
ただし，SQLWarnning は作成されません。

変換文字指定
（ENCODELANG
=）

String クラスで文字変換に使用するエンコード文字形態を指定します。
指定値：Java がサポートしている文字エンコーディング（MS932 など），または
OFF（JavaVM がサポートしている標準エンコードを使用します）
指定は任意です。指定を省略した場合，OFF が仮定されます。

HiRDB カーソル
動作モード
（HIRDB_CURS
OR=）

HiRDB での検索時，カーソルが複数の Commit にわたって有効かどうかを指定
します。
指定値：
TRUE
カーソルは保持されます。アプリケーションは，続けて Fetch できます
（LOCK TABLE UNTIL DISCONNECT が前提です）。
FALSE
カーソルはクローズされます。
指定を省略した場合は，FALSE が仮定されます。Oracle では，カーソルは常に
複数の Commit，または Rollback にわたって有効です。通常，Fetch 時，
DABroker に Fetch データをバッファリングするため，Commit 直後の Fetch で
エラーが発生するとは限りません。
MetaData を取得する場合，「TRUE」を指定して LOCK TABLE UNTIL
DISCONNECT をしないで，複数の Commit にわたって Fetch を行うとエラーが
発生します。MetaData を取得する場合は，
「TRUE」を設定しないでください。
MetaData を取得する場合，「FALSE」またはデフォルトの状態で，ResultSet の
Fetch 実行中に Commit を実行するとエラーが発生します。
接続データベースが HiRDB で検索 SQL（SELECT 文）に「UNTIL
DISCONNECT」を記述した場合は，
「TRUE」を指定するか，DataSource クラ
スの setHiRDBCursorMode メソッドで「true」を設定してください。設定しな
い場合，Commit をわたった検索中の ResultSet クラスオブジェクトに対して
close メソッドを実行してもカーソルをクローズしません。
この機能を使用する場合，マニュアル「HiRDB SQL リファレンス」を参照して
ください。
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● データベースの指定値
表 I-18 データベース種別の指定値
データベース種別

データベース種別の指定値

Oracle

oracle または ORACLE

Oracle8i ※

oracle8i または ORACLE8I

HiRDB

hirdb または HIRDB

注
• 指定値の文字列は，大文字，小文字のどちらでもかまいません。
•「=」の前後に，空白またはタブ文字を指定した場合は，エラー（SQLException
を throw する）となります。
注※
データベース種別に Oracle8i の指定値を指定して，DABroker 環境設定の「使用す
る Oracle のバージョン」に Oracle9i を指定した場合は Oracle9i に，Oracle10g を
指定した場合は Oracle10g に接続できます。
表 I-19 データベースの接続情報の指定値
データベース種別
Oracle

データベースの接続情報の指定内容

指定の省略可否

SQL*Net の接続文字列※ 1

任意※ 1

HiRDB のシステムポート番号※ 1 ※ 2

任意※ 1

Oracle8i
HiRDB

注
•「=」の前後に，空白またはタブ文字を指定した場合は，エラー（SQLException
を throw する）となります。
•「DB= データベース種別」との区切りに「,（コンマ）
」を使用します。
•「,（コンマ）」を 2 回以上指定した場合は，最後の「,（コンマ）
」以降がデータ
ベースの接続情報の指定となります。
• データの区切りに「,（コンマ）
」以外のキーを使用した場合は，データベース接続
情報の指定は無効となります。
注※ 1
指定を省略する場合は，DABroker の動作環境定義ファイルでの指定が有効になり
ます。
注※ 2
HiRDB クライアントの環境変数グループ名を指定する場合は，グループ名の先頭に
@ を付加します。
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（例 1）
Windows の場合
HiRDB クライアントの環境変数グループ名が HiRDB_ENV_GROUP のとき
は，次のように指定します。
DBID=@DABENVGRP=HiRDB_ENV_GROUP
（例 2）
UNIX の場合
HiRDB クライアントの環境変数グループ名のパスが /HiRDB_P/Client/
HiRDB.ini のときは，次のように指定します。
DBID=@DABENVGRP=/HiRDB_P/Client/HiRDB.ini
DBID=@DABENVGRP= ＜環境変数グループ名＞を指定する場合は，指定内容に半
角の空白を含めないでください。指定内容が次に示す例のどれかに該当する場合，
DBID は正しく設定されません。
（例）
DBID=@DABENVGRP= ＜環境変数グループ名＞の指定内容に半角スペースを
含みます。OS は Windows で，環境変数グループ名は HiRDB_ENV_GROUP
とします。
半角の空白を△で示します。
DBID △ =@DABENVGRP=HiRDB_ENV_GROUP
DBID= △ @DABENVGRP=HiRDB_ENV_GROUP
DBID=@ △ DABENVGRP=HiRDB_ENV_GROUP
DBID=@DABENVGRP △ =HiRDB_ENV_GROUP
DBID=@DABENVGRP= △ HiRDB_ENV_GROUP
DBID=@DABENVGRP=HiRDB_ENV_GROUP △
● BLOB ／ BINARY データの取得方法
LONGVARBINARY_ACCESS を指定した場合の各メソッド実行時の動作を次に示しま
す。
接続先データベースに HiRDB を指定した場合
表 I-20
指定値

REAL
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BLOB ／ BINARY データの取得方法（1）
CallableStatement.execute
および
ResultSet.next

CallableStatement.getBytes
および
ResultSet.getBytes

Blob.getBytes

BLOB ／ BINARY データ
の全体を接続先データベー
スから取得します。

ResultSet.next で取得した
BLOB ／ BINARY データ
を使用します。

ResultSet.next で取得した
BLOB ／ BINARY データ
から，引数で指定された範
囲を切り出して取得しま
す。
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指定値

CallableStatement.execute
および
ResultSet.next

CallableStatement.getBytes
および
ResultSet.getBytes

Blob.getBytes

LOCATOR

BLOB ／ BINARY データ
の全体ではなく，接続先
データベース内の BLOB ／
BINARY データを示すロ
ケータを取得します。

BLOB ／ BINARY データ
の全体を接続先データベー
スから BUF_SIZE × 1,024
バイト単位に分割して取得
します。

引数で指定された範囲の
BLOB ／ BINARY データ
を接続先データベースから
BUF_SIZE × 1,024 バイト
単位に分割して取得しま
す。

表 I-21 BLOB ／ BINARY データの取得方法（2）
CallableStatement.getBinar
yStream
および
ResultSet.getBinaryStream
Blob.getBinaryStream

Blob.length

Blob.position

REAL

getBinaryStream によって
取得した InputStream の
read メソッドを実行した場
合，ResultSet.next で取得
した BLOB ／ BINARY
データから抽出して取得し
ます。

ResultSet.next メソッドで
取得した BLOB ／
BINARY データから，デー
タ長を取得します。

ResultSet.next で取得した
BLOB ／ BINARY データ
から，検索パターンに一致
する位置を取得します。

LOCATOR

getBinaryStream によって
取得した InputStream の
read メソッドを実行した場
合，接続先データベースか
らデータを取得します。

接続先データベースから
データ長を取得します。

接続先データベースから，
検索パターンに一致する位
置を取得します。

指定値

表 I-22 BLOB ／ BINARY データの取得方法（3）
InputStream.available ※

InputStream.skip ※

REAL

ロケータの示す実データの長さ以下の値を
返します。

ロケータの示す実データの長さ以下の値を
返します。

LOCATOR

BUF_SIZE × 1,024 バイト以下の値を返し
ます。

BUF_SIZE × 1,024 バイト以下の値を返し
ます。

指定値

注※
CallableStatement.getBinaryStream，ResultSet.getBinaryStream，または
Blob.getBinaryStream で取得した InputStream です。
接続先データベースに Oracle を指定した場合
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表 I-23
指定値

REAL
LOCATOR

表 I-24

BLOB ／ BINARY データの取得方法（4）
CallableStatement.execute
および
ResultSet.next

CallableStatement.getBytes
および
ResultSet.getBytes

Blob.getBytes

BLOB ／ BINARY データ
の全体を接続先データベー
スから BUF_SIZE × 1,024
バイト単位に分割して取得
します。

ResultSet.next で取得した
BLOB ／ BINARY データ
を使用します。

ResultSet.next で取得した
BLOB ／ BINARY データ
から，引数で指定された範
囲を切り出して取得しま
す。

BLOB ／ BINARY データの取得方法（5）
指定値

REAL
LOCATOR

表 I-25
指定値
REAL
LOCATOR

CallableStatement.g
etBinaryStream
および
ResultSet.getBinary
StreamBlob.getBina
ryStream

Blob.length

ResultSet.next で
取得した BLOB ／
BINARY データを
使用します。

ResultSet.next で
取得した BLOB ／
BINARY データか
ら，データ長を取
得します。

Blob.position

ResultSet.next で
取得した BLOB ／
BINARY データか
ら，検索パターン
に一致する位置を
取得します。

BLOB ／ BINARY データの取得方法（6）
InputStream.available ※
ロケータの示す実データの長さ以下の値
を返します。

InputStream.skip ※
ロケータの示す実データの長さ以下の値
を返します。

注※
CallableStatement.getBinaryStream，ResultSet.getBinaryStream，または
Blob.getBinaryStream で取得した InputStream です。

（4） トレースを取得するための情報の設定
JDBC ドライバでは，次のトレースを取得できます。トレースの出力内容については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
• JDBC インタフェースメソッドトレース
• DABroker とのイベントトレース
（a） トレースの取得および出力ストリームの設定方法
次の項目を指定して，トレースの取得を設定してください。次の項目が指定されていな
い場合は，トレースを取得できません。
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1. DriverManager.getConnection メソッドまたは Driver.connect メソッドの引数
Properties info でのトレース取得有無の指定
2. DriverManager.setLogWriter メソッドでの，トレースの出力ストリームの指定
1. の Properties info で指定する値を次の表に示します。1. のメソッドと引数について
は，「付録 I.4(3)
表 I-26

データベースに接続するための各種情報の設定」を参照してください。

トレースを取得するための指定値

トレースの種類
およびトレース関連項目
JDBC インタフェースメソッド

Properties info の
キーワード
JDBC_IF

指定値
ON：トレースを取得する
OFF：トレースを取得しない

SV_EVENT

指定値
ON：トレースを取得する
OFF：トレースを取得しない

TRC_NO

デフォルト値
500（エントリ）
指定範囲
10 〜 1000（エントリ）

トレース※ 1
DABroker とのイベント
トレース※ 1
各トレースのエントリ数※ 2

Properties info の値

注※ 1
ON または OFF 以外の値を指定した場合は「トレースを取得しない」設定となりま
す。
注※ 2
数字以外の値を指定した場合は「トレースを取得しない」設定となります。
（b） 指定したストリームへの出力タイミング
トレースは，各トレースのエントリ数分，JDBC ドライバで保持されます。
保持されたトレースは，次のタイミングで DriverManager.setLogWriter メソッドで指
定した出力ストリームに出力されます。
• Connection.Close メソッドの呼び出し（正常終了時）
• エラー発生時（SQLException の throw 時）
（c） JDBC ドライバでのトレース取得時の注意事項
• JDBC ドライバは，JDBC ドライバ内でトレース情報の数がエントリ数を超えた場合
は，トレースの古い順にトレース情報を上書きします。
• JDBC インタフェースメソッドトレース（キーワード：JDBC_IF）は，Entry および
Return でそれぞれ 1 エントリのトレース領域を使用します。
• DABroker とのイベントトレース（キーワード：SV_EVENT）は，送信または受信イ
ベントでそれぞれ 1 エントリのトレース領域を使用します。
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付録 I.5 JDBC2.0 拡張機能を使用したデータベース接続の設
定
JDBC2.0 拡張機能で提供する JNDI 連携機能を使用した，データベースへ接続する操作
について説明します。なお，DataSource クラスのインタフェース定義および JNDI を，
JDK では標準で提供していません。JNDI 連携機能を使用するときは，JavaSoft のホー
ムページから入手しておいてください。この機能は Cosminexus の J2EE サーバモード，
DB Connector を使用する場合は，アプリケーションで設定する必要はありません。

（1） DataSource オブジェクトの生成
接続情報の設定は，DataSource オブジェクトで実行します。
DataSource オブジェクトの生成で必要な，ドライバ拡張機能のパッケージ名称および
DataSource クラス名称を次に示します。
指定項目

指定値

パッケージ名称

JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver

DataSource クラス名称

JdbcDbpsvDataSource

DataSource オブジェクトの生成例を次に示します。
JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource ds = null ;
ds = new JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource() ;

（2） データベースに接続するための各種情報の設定
データベースに接続するための各種情報は，JDBC2.0 拡張機能で提供するメソッドで設
定します。提供するメソッドを次の表に示します。
表 I-27

各種情報を設定するメソッド
メソッド
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機能

setNetworkProtocol

DABroker との接続種別を設定します。

setServerName

接続する DABroker のホスト名を設定します。

setPortNumber

接続する DABroker のポート番号を設定します。

setDatabaseName

接続するデータベースの種別を設定します。

setDescription

接続するデータベースに必要な接続付加情報を設定します。

setDBHostName

接続する HiRDB のホスト名を設定します。

setDBEnv

DABroker の接続先データベース定義情報を設定します。

setEncodLang

エンコード文字形態を設定します。
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メソッド

機能

setJDBC_IF_TRC

JDBC インタフェースメソッドトレースの取得の有無を設定しま
す。

setSV_EVENT_TRC

DABroker とのイベントトレースの取得の有無を設定します。

setTRC_NO

トレースのエントリ数を設定します。

setUapName

アプリケーション名称を設定します。

setBufSize

DABroker からの受信データのバッファ長を設定します。

setUser

データベース接続のユーザ ID を設定します。

setPassword

データベース接続のパスワードを設定します。

setXAOpenString ※

XA_OPEN 文字列を設定します。

setXACloseString ※

XA_CLOSE 文字列を設定します。

setRMID ※

リソースマネージャの識別子を設定します。

setXAThreadMode ※

XA 使用時のスレッドモードを設定します。

setXALocalCommitMode ※

XA 使用時，データベースのオートコミットを有効にするかどう
かを設定します。

setRowSize

JDBC で取り扱うバッファ長を指定します。

setOSAuthorize

OS 認証機能を使用してデータベースに接続するかどうかを設定
します。

setSQLWarningIgnore

データベースから返される警告を Connection クラスで保持する
かどうかの情報を設定します。

setHiRDBCursorMode

接続データベースが HiRDB の場合，検索時にカーソルが複数の
Commit にわたって有効かどうかを設定します。

setNotErrorOccurred

connectionErrorOccurred が呼ばれるかどうかを設定します。

setBlockUpdate

接続データベースが HiRDB の場合，? パラメタを使用したデー
タベースの更新で，複数のパラメタセットを一度に処理するかど
うかを設定します。

setExecuteDirectMode

接続データベースが HiRDB の場合，Statement クラスを使用し
たデータベースの更新で HiRDB の Execute Direct 機能を使用
するかどうかを設定します。

setLONGVARBINARY_Acc
ess

HiRDB で LONVARBINARY（列属性 BLOB，列属性
BINARY）へのアクセス方法を設定します。

setBufferPoolSize

DABroker からの受信データのバッファプール数を設定します。

注※
JdbcDbpsvXADataSource クラスでだけ提供するメソッドです。
JDBC2.0 拡張機能では，接続情報を取得するためのメソッドも提供しています。接続情
報を取得するためのメソッドを次の表に示します。
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表 I-28

各種情報を取得するメソッド
メソッド
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機能

getNetworkProtocol

DABroker との接続種別を取得します。

getServerName

接続する DABroker のホスト名を取得します。

getPortNumber

接続する DABroker のポート番号を取得します。

getDatabaseName

接続するデータベースの種別を取得します。

getDescription

接続するデータベースに必要な接続付加情報を取得します。

getDBHostName

接続する HiRDB のホスト名を取得します。

getDBEnv

DABroker の接続先データベース定義情報を取得します。

getEncodLang

エンコード文字形態を取得します。

getJDBC_IF_TRC

JDBC インタフェースメソッドトレースの取得の有無を取得しま
す。

getSV_EVENT_TRC

DABroker とのイベントトレースの取得の有無を取得します。

getTRC_NO

トレースのエントリ数を取得します。

getUapName

アプリケーション名称を取得します。

getBufSize

DABroker からの受信データのバッファ長を取得します。

getUser

データベース接続のユーザ ID を取得します。

getPassword

データベース接続のパスワードを取得します。

getXAOpenString ※

XA_OPEN 文字列を取得します。

getXACloseString ※

XA_CLOSE 文字列を取得します。

getRMID ※

リソースマネージャの識別子を取得します。

getXAThreadMode ※

XA 使用時のスレッドモードを取得します。

getXALocalCommitMode ※

XA 使用時，データベースのオートコミットを有効にしているか
どうかの設定を取得します。

getRowSize

JDBC で取り扱うバッファ長を取得します。

getOSAuthorize

OS 認証機能を使用してデータベースに接続するかどうかの設定
を取得します。

getSQLWarningIgnore

データベースから返される警告を Connection クラスで保持する
かどうかの情報を取得します。

getHiRDBCursorMode

接続データベースが HiRDB の場合，検索時にカーソルが複数の
Commit，または Rollback にわたって有効かどうかの設定を取
得します。

getNotErrorOccurred

connectionErrorOccurred が呼ばれるかどうかの設定を取得しま
す。

getBlockUpdate

接続データベースが HiRDB の場合，? パラメタを使用したデー
タベースの更新で，複数のパラメタセットを一度に処理するかど
うかの設定を取得します。
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メソッド

機能

getExecuteDirectMode

接続データベースが HiRDB の場合，Statement クラスを使用し
たデータベースの更新で HiRDB の Execute Direct 機能を使用
するかどうかの設定を取得します。

getLONGVARBINARY_Acc
ess

HiRDB で LONVARBINARY（列属性 BLOB，列属性
BINARY）へのアクセス方法を取得します。

getBufferPoolSize

DABroker からの受信データのバッファプール数を取得します。

注※
JdbcDbpsvXADataSource クラスでだけ提供するメソッドです。
各メソッドの機能および文法については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
API 編」を参照してください。

（3） JNDI への情報の登録
接続情報を設定した DataSource オブジェクトを，JNDI に登録します。JNDI は実行環
境によって，幾つかのサービスプロバイダを選択できます。
File System サービスプロバイダを使用する JNDI への登録例を次に示します。ほかの
サービスプロバイダへの登録については，JNDI のドキュメントを参照してください。な
お，JNDI に登録するときの論理名称は，"jdbc" というサブコンテキスト（登録例では
jdbc/TestDataSource）の下に登録するようにしてください。
// JDBC2.0拡張機能が提供するDataSourceオブジェクトを生成する
JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource ds;
ds = new JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource();
// 接続情報を設定する
：
// システムプロパティを取得する
Properties sys_prop = System.getProperties();
// File Systemサービスプロバイダのプロパティを設定する
sys_prop.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory");
// File Systemサービスプロバイダで使用するディレクトリを設定する
// (この場合，c:¥JNDI_DIRの下に登録される)
sys_prop.put(Context.PROVIDER_URL, "file:c:"+File.separator +
"JNDI_DIR");
//システムプロパティを更新する
System.setProperties(sys_prop);
// JNDIを初期化する
Context ctx = new InitialContext();
// JDBC2.0拡張機能が提供するDataSourceオブジェクトを，
// jdbc/TestDataSourceという論理名称でJNDIに登録する
ctx.bind("jdbc" + File.separator + "TestDataSource", ds);
：
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（4） JNDI からの情報の取得
データベースに接続するときに，JNDI に登録した DataSource オブジェクトを取得しま
す。
File System サービスプロバイダを使用する JNDI から，DataSource オブジェクトを取
得する例を次に示します。ほかのサービスプロバイダから取得する方法については，
JNDI のドキュメントを参照してください。
// システムプロパティを取得する
Properties sys_prop = System.getProperties();
// File Systemサービスプロバイダのプロパティを設定する
sys_prop.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
"com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory");
// File Systemサービスプロバイダで使用するディレクトリを設定する
// (この場合，c:¥JNDI_DIRの下に登録されている)
sys_prop.put(Context.PROVIDER_URL, "file:c:"+File.separator +
"JNDI_DIR");
// システムプロパティを更新する
System.setProperties(sys_prop);
// JNDIを初期化する
Context ctx = new InitialContext();
//jdbc/TestDataSourceという論理名称のオブジェクトをJNDIから取得する
Object obj = ctx.lookup("jdbc" + File.separator + "TestDataSource");
// 取り出したオブジェクトを，DataSourceクラスの型にキャストする
DataSource ds = (DataSource)obj;
：

（5） データベースへの接続
JNDI に登録した DataSource オブジェクトを取得後，DataSource オブジェクトに対
し，getConnection メソッドを呼び出して，データベースへ接続します。
getConnection メソッドの呼び出し例を次に示します。
DataSource ds
// JNDIからDataSourceオブジェクトを取得する
：
// getConnectionメソッドを呼び出す
Connection con = ds.getConnection("USERID","PASSWORD")※

注※
getConnection メソッドの引数（ユーザ ID，パスワード）は省略できます。引数を
指定した場合は，DataSource オブジェクトに設定した接続情報よりも優先されま
す。
必要な接続情報が DataSource オブジェクトに設定されていない場合，接続情報の内容
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が不正な場合，データベースとの接続に失敗した場合は，getConnection メソッドは
SQLException を throw します。
JNDI から DataSource オブジェクトを取得したあと，接続情報を設定し直すことができ
ます。設定し直す場合は，DataSource オブジェクトを JDBC2.0 拡張機能が提供する
DataSource クラスの型にキャストします。キャストする例を次に示します。
DataSource ds
JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource

dbp_ds;

// JNDIからDataSourceオブジェクトを取得する
：
// DataSourceオブジェクトを，JDBC拡張機能が提供する
// DataSourceクラスの型にキャストする
dbp_ds = (JP.co.Hitachi.soft.DBPSV_Driver.JdbcDbpsvDataSource)ds;
// 接続情報を再設定する
：

（6） JDBC2.0 拡張機能で提供する機能のトレースを取得するための情報
の指定
JDBC2.0 拡張機能では，次のトレースを取得できます。トレースの出力内容について
は，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
• JDBC インタフェースメソッドトレース
• DABroker とのイベントトレース
（a） トレースの取得
トレースを取得する場合は，次の項目を設定してください。次の項目が設定されていな
い場合は，トレースを取得できません。
• JdbcDbpsvDataSource，JdbcDbpsvConnectionPoolDataSource または
JdbcDbpsvXADataSource クラスの setLogWriter メソッドでの有効なログストリー
ムの指定
• setJDBC_IF_TRC，setSV_EVENT_TRC および setTRC_NO メソッドで，トレース
取得の指定
（b） トレース取得時の注意事項
setLogWriter メソッドで指定したログストリームは，JNDI には登録されません。ト
レースの取得は，JNDI から DataSource オブジェクトを取得するたびに，setLogWriter
メソッドで指定してください。

付録 I.6

エラー時の JDBC ドライバの処理

データベース接続，DABroker，または JDBC ドライバでエラーが発生した場合は，
SQLException を throw します。SQLException オブジェクトの reason には，次の項目
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が設定されます。
• JDBC ドライバのメッセージ
• エラーを検知したクラス名称 . メソッド名称
• DABroker からのメッセージ※
注※
DABroker からのメッセージは，存在する場合だけ設定されます。
なお，次のようなエラーの場合は，SQLException を throw しないで，JDBC インタ
フェースの仕様で決まっている処理を続行します。
• Driver.connection メソッドでデータベースに接続できない場合
• URL 指定で null が返される場合（Cosminexus DABroker Library で対象としていな
い URL が指定された場合など）

付録 I.7

データ型の対応

ここでは，JDBC ドライバのデータ型について説明します。
JDBC ドライバでは，JDBC のデータ型と DABroker でサポートするデータベースの
データ型をマッピングして処理を実行しています。JDBC のデータ型と DABroker でサ
ポートするデータ型は完全に一致していません。
なお，Cosminexus DABroker Library でサポートする文字型データのコード体系は，
ASCII，シフト JIS，EUCJIS，UTF-8，および Chinese Simple です。

（1） JDBC のデータ型と DABroker でサポートするデータ型の対応
次に，JDBC のデータ型と DABroker でサポートするデータ型の対応をデータベースご
とに示します。
（a） HiRDB の場合
表 I-29

HiRDB の場合のデータ型の対応

DABroker でサポートするデータ型
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INTEGER

INTEGER

SMALLINT

SMALLINT

DECIMAL

DECIMAL

FLOAT, DOUBLE PRECISION

FLOAT

SMALLFLT, REAL

REAL

CHAR

CHAR

VARCHAR

VARCHAR

NCHAR

CHAR
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DABroker でサポートするデータ型

JDBC のデータ型

NVARCHAR

VARCHAR

MCHAR

CHAR

MVARCHAR

VARCHAR

DATE

DATE

TIME

TIME

TIMESTAMP

TIMESTAMP

BLOB，BINARY LARGE OBJECT

LONGVARBINARY

（b） Oracle の場合
表 I-30

Oracle の場合のデータ型の対応

DABroker でサポートするデータ型

JDBC のデータ型

VARCHAR2

VARCHAR

NUMBER

NUMERIC，DECIMAL，BIT，TINYINT，
SMALLINT，INTEGER，BIGINT

FLOAT

FLOAT

LONG

LONGVARCHAR

ROWID

CHAR

DATE

DATE，TIME，TIMESTAMP

RAW

VARBINARY

LONG RAW

LONGVARBINARY

CHAR

CHAR

NCHAR ※

CHAR

NVARCHAR2 ※

VARCHAR

CLOB ※

CLOB

NCLOB ※

CLOB

BLOB ※

BLOB

BFILE ※

BLOB

注※
接続データベースが Oracle9i，または Oracle10g の場合だけ使用できます。

（2） データ型の注意事項
ここでは，データ型についての注意事項を示します。
● データ型のマッピングは，次のメソッドでデータベースに接続する場合は，データ型
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の変換を JDBC ドライバで実行します。次に示すメソッド実行時のデータ型の扱いに
ついては，JDBC の仕様に依存します。
• ResultSet クラスの getXXX メソッド
• PreparedStatement クラスの setXXX メソッド
• CallableStatement クラスの setXXX メソッド
なお，setXXX メソッド実行時は，JDBC ドライバでデータを保持し，execute 実行時
にデータを DABroker に転送して，通信回数を削減しています。したがって，
setXXX で発生するようなエラーが execute の実行時に発生する場合もあります。
● DABroker がサポートしていないデータ型に対して接続を要求した場合
（Statement.execute 発行時など）は，DABroker からエラーが返ります。その後，
Cosminexus DABroker Library は，SQLException を throw します。
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付録 J 用語解説
Application Server，uCosminexus Client，Web Redirector，および uCosminexus
Operator で使用する用語について説明します。

（数字）
1.4 モード
サーバの動作モードです。J2EE 1.4 の機能を使用できます。データベースを含む複数のリソースの
トランザクション管理ができます。

1:1 系切り替えシステム
実行系のアプリケーションサーバと待機系のアプリケーションサーバが 1:1 で対応しているシステ
ムです。実行系のアプリケーションサーバに障害が発生すると，待機系のアプリケーションサーバ
で処理を引き継ぎます。

（英字）
Application Server
Cosminexus の実行環境を構築する基盤製品です。Application Server Standard と，Application
Server Enterprise の総称です。

BJEX
uCosminexus Batch Job Execution Server のことです。

BMP（Bean-Managed Persistence）
Enterprise Bean のビジネスメソッド内でデータの永続化を管理するモデルです。

BMT（Bean-Managed Transaction）
Enterprise Bean でトランザクションを管理するモデルです。Session Bean および Message-driven
Bean が対象になります。Entity Bean は対象外です。

CMP（Container-Managed Persistence）
EJB コンテナがデータの永続化を管理するモデルです。

CMT（Container-Managed Transaction）
EJB コンテナがトランザクションを管理するモデルです。Session Bean，Entity Bean および
Message-driven Bean が対象になります。

Component Container 管理者
スーパーユーザ以外の，J2EE サーバやバッチサーバのセットアップ，J2EE サーバやバッチサーバ
の起動・停止などを実施できるユーザを指します。Component Container 管理者は UNIX の場合に
設定できます。
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Cookie スイッチング機能
負荷分散機で提供しているサーバスイッチング機能の一つです。Cookie スイッチング機能を使用す
ると，クライアントからのリクエストパケット内の Cookie 情報に基づいて，同じサーバにセッショ
ンをリダイレクトします。

CORBA ネーミングサービス
CORBA の仕様に準拠した，リモートオブジェクトの格納場所を管理するためのネーミングサービ
スです。Application Server の構成ソフトウェアである Cosminexus TPBroker によって提供される
機能です。

Cosminexus
アプリケーションサーバを中核とした，性能および信頼性の高いアプリケーションを実行および開
発するためのシステム構築基盤製品です。

Cosminexus Component Container
サーバ・サイドの業務処理プログラム（ビジネスロジック）をコンポーネントとして実行するため
の構成ソフトウェアです。また，Cosminexus システムの運用管理をするための Management
Server，統合ユーザ管理，snapshot ログ収集などの機能も提供しています。

Cosminexus Component Transaction Monitor
クライアントからのリクエストのスケジューリングを実現するための構成ソフトウェアです。

Cosminexus Operator Plug-in
実行環境を運用管理操作するための構成ソフトウェアです。Server Plug-in と HCSC-Manager を提
供しています。HCSC-Manager とは，Cosminexus サービスプラットフォームの運用環境で利用す
る運用管理機能です。なお，HCSC-Manager については，マニュアル「Cosminexus
ラットフォーム

サービスプ

システム構築・運用ガイド」を参照してください。

Cosminexus Performance Tracer
リクエストが処理されるときに，決められたポイントごとに各機能が出力する性能解析情報をファ
イルに出力するための構成ソフトウェアです。

Cosminexus Reliable Messaging
Cosminexus システム上の J2EE アプリケーションがメッセージを使用して非同期に通信するため
のミドルウェアです。JMS インタフェースでのメッセージ通信機能を J2EE アプリケーションに提
供します。

Cosminexus システム
Application Server を実行基盤として構築されているシステムのことです。

Cosminexus 標準ログインモジュール
統合ユーザ管理のユーザ認証処理で使用するログインモジュールです。javax.security.auth.spi に含
まれる LoginModule インタフェースの実装クラスです。
次のログインモジュールがあります。
• WebPasswordLoginModule
パスワードを使用してユーザを認証します。
• WebCertificateLoginModule
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クライアント証明書を使用してユーザを認証します。
• WebPasswordLDAPLoginModule
LDAP ディレクトリサーバの認証機能を使用してユーザを認証します。
• WebPasswordJDBCLoginModule
RDB に格納された情報を使用してユーザを認証します。
• DelegationLoginModule
カスタムログインモジュールを呼び出します。
• WebSSOLoginModule
シングルサインオンをするときに，ほかのログインモジュールを呼び出します。

CTM
Cosminexus Component Transaction Monitor のことです。リクエストのスケジューリングをする
ための構成ソフトウェアです。

CTM デーモン
クライアントからのリクエストを制御するスケジュールキューを管理するプロセスです。リクエス
トのスケジューリングを実現する，スケジューラとして機能します。
Management Server を利用している場合，CTM デーモンは論理サーバとして扱えます。

CTM ドメイン
複数の CTM デーモンで構成される，情報共有と負荷分散の対象になる範囲です。CTM デーモンは
CTM ドメイン内で，それぞれに登録された業務処理プログラムの情報やスケジュールキューの負荷
情報を交換してリクエストを振り分けます。

CTM ドメインマネジャ
CTM ドメインを管理するプロセスです。ホスト内の CTM デーモンの情報を，CTM ドメイン内の
ほかの CTM ドメインマネジャに配布します。
Management Server を利用している場合，CTM ドメインマネジャは論理サーバとして扱えます。

CTM レギュレータ
EJB クライアントから CTM デーモンに集中するリクエストを，分散集約するためのプロセスです。
TPBroker クライアント（CORBA クライアント）から J2EE サーバ内で動作している EJB アプリ
ケーションを直接呼び出しできるゲートウェイ機能も提供します。

DB Connector
データベースに接続するためのリソースアダプタです。

DD
アプリケーションを運用環境に配置するときの定義情報を記述したものです。EJB 用，Web アプリ
ケーション用，Enterprise アプリケーション用などが Sun Microsystems, Inc. からの仕様で規定さ
れています。

Dependency Injection
EJB やインターセプタクラスのフィールドや setter メソッドに，@EJB や @Resource アノテー
ションを指定することで，EJB やリソースへの参照を EJB コンテナが自動的にセットする機能で
す。Dependency Injection を使用すると，EJB やリソースへの参照を JNDI を使用してルックアッ
プする必要がなくなります。
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DI ターゲット
Dependency Injection 機能を使用して参照を注入する対象のことです。DI ターゲット名と名前が一
致するフィールド，または DI ターゲット名をプロパティとして持つ setter メソッドに対して，
Dependency Injection が実行されます。

DTD
XML で使用するタグの属性や階層構造や出現順序などを定義したものです。

EAR ファイル
J2EE アプリケーションを構成する複数の EJB-JAR ファイル，WAR ファイル，および DD を EAR
ファイル形式でパッケージ化したものです。

EIS
データベースやトランザクションサーバなど，企業内に構築されているバックエンドシステムです。

EJB（Enterprise JavaBeans）
業務ロジックをプログラムとして記述したビジネスロジック，および永続的データを格納するオブ
ジェクトであるエンティティを Java コンポーネント化したものです。Sun Microsystems, Inc. から
EJB 仕様が公開されています。

EJB-JAR ファイル
Enterprise Bean，DD などを JAR ファイル形式に圧縮したものです。

EJB クライアント
J2EE サーバ上で開始されている Enterprise Bean を呼び出すクライアントプログラムです。次の 3
種類があります。
• EJB クライアントアプリケーション
• サーブレットまたは JSP などの Web アプリケーション
• ほかの Enterprise Bean

EJB クライアントアプリケーション
Enterprise Bean を呼び出す Java アプリケーションです。

EJB コンテナ
Enterprise Bean を制御すると同時に，通信，トランザクション管理などのシステムレベルのサービ
スを提供する実行環境です。Enterprise Bean の実体は，EJB コンテナの中で実行されます。

EJB タイマ
EJB コンテナの Timer Service の機能を利用して，タイムアウト時間を管理するタイマです。指定
された時刻または間隔で，タイムアウトメソッドをコールバックし，イベントを実行します。

Enterprise Bean
ビジネスロジックを EJB アーキテクチャに従って作成したものです。業務処理プログラムに該当し
ます。

Entity Bean
永続化されたデータそのものを表す Bean です。Entity Bean は，さらに CMP Entity Bean と
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BMP Entity Bean に分類されます。

HA モニタ
クラスタソフトウェアの一つです。
システムを監視し，障害発生時などにシステムの切り替えを実行するプログラムです。HA モニタと
連携することで，Cosminexus システムの信頼性や稼働率を向上できます。AIX，HP-UX または
Linux を使用しているときに連携できます。
HA モニタと連携することで，1：1 系切り替えシステム，相互系切り替えシステム，N：1 リカバリ
システムが実現できます。

Inbound
Connector 1.5 仕様で定められた J2EE サーバとリソースアダプタ間の通信モデルの一つです。リ
ソースアダプタから J2EE サーバにアクセスする通信モデルです。

J2EE
JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition の略です。Sun Microsystems, Inc. から J2EE 仕様が公開さ
れています。

J2EE アプリケーション
JSP，サーブレット，EnterpriseBean などで構成されるアプリケーションです。Cosminexus で扱
う J2EE アプリケーションの形式には，EAR ファイル形式でパッケージ化されたアーカイブ形式の
アプリケーションと，アーカイブ化しない展開ディレクトリ形式のアプリケーションがあります。
EAR ファイル形式でパッケージ化されたアプリケーションの場合，複数の EJB-JAR ファイル，複
数の WAR ファイル，および一つの DD から構成されます。

J2EE アプリケーション実行時間の監視機能
EJB および Web アプリケーションのリクエスト実行時間を監視する機能です。実行時間監視中に障
害を検知すると，メソッドタイムアウト機能およびメソッドキャンセル機能が動作します。

J2EE アプリケーションの強制停止
J2EE アプリケーションの停止での強制停止とは，J2EE アプリケーションで処理中のリクエストが
ある場合でも，強制的に処理を中止する方法です。

J2EE アプリケーションの通常停止
J2EE アプリケーションの停止での通常停止とは，Web アプリケーションや EJB の停止処理を順番
に実施して，J2EE アプリケーションを安全に停止させる方法です。

J2EE コンテナ
J2EE アプリケーションを実行するためのサーバ基盤です。
J2EE コンポーネントへ各種 API を提供する，Web コンテナ，EJB コンテナから構成されます。

J2EE コンポーネント
サーブレット，JSP，Enterprise Bean などのユーザアプリケーションプログラムのことです。

J2EE サーバ
J2EE コンテナを生成，実行する環境です。
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J2EE サーバモード
J2EE サーバの動作モードの一つです。このモードの場合，J2EE コンテナ上で動作するアプリケー
ションから，J2EE 関連の API を利用できます。なお，J2EE サーバモードには，1.4 モードと，互
換用の動作モードであるベーシックモードがあります。

J2EE サービス
J2EE コンテナの部品機能として利用されます。J2EE コンポーネントに JNDI，JDBC，JTA，
RMI-IIOP および JavaMail の API を提供します。

J2EE リソース
サーバから利用できるリソースです。J2EE サーバの場合，データベース，OpenTP1，SMTP サー
バなどを利用できます。また，バッチサーバの場合，データベースを利用できます。

J2EE リソースアダプタ
J2EE サーバに共有スタンドアロンモジュールとして配備したリソースアダプタのことです。

jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）
ユーザ認証ライブラリおよびシングルサインオンライブラリの機能を使用するために必要な JAAS
認証用の設定ファイルです。

Java
1991 年に Sun Microsystems, Inc. 内の研究グループが開発したインタプリタ言語を基に，C++ をよ
り移植性と信頼性が高くなるように改良した言語です。Web の普及によってブラウザに応用されて
います。

Java ロギング API
J2SE で提供されているコアロギング機能のクラスおよびインタフェースです。Application Server
では，Java ロギング API を使用してユーザログを日立トレース共通ライブラリ形式で出力する機能
を提供しています。

JCA コンテナ
J2EE サーバやバッチサーバと，EIS を接続するためのシステムレベルのプラグイン機能を提供する
コンテナです。

JDBC（Java Database Connectivity）
Java のプログラムでデータベースを利用するための API です。
JavaSoft が 1996 年前半に仕様を公開しました。Java プログラムから，JDBC API を経由して
「JDBC ドライバ」を呼び出し，ドライバがデータベース・サーバへの接続機能を提供します。

JNDI（Java Naming and Directory Interface）
Java プラットフォーム用の標準拡張機能で，Java テクノロジに対応したアプリケーションに，企
業内の複数のネーミングおよびディレクトリサービスへの統一したインタフェースを提供します。
Application Server では，Cosminexus TPBroker の CORBA ネーミングサービスを利用して，
JNDI の機能を実現しています。
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JNDI 名前空間
JNDI によってアクセスする名前情報が管理されている名前空間です。Application Server では，
J2EE アプリケーションをデプロイした時に，EJB オブジェクトリファレンスが JNDI 名前空間の
名前にバインドされます。
Application Server で使用する JNDI 名前空間の名前には，別名を付けることができます。これに
よって，Enterprise Bean や J2EE リソースを別名でルックアップできるようになります。

JP1
日立の統合システム運用管理ソフトウェアです。

JP1/AJS2
日々の業務の中から，定型的・定期的なものを自動化して，システム運用に掛かるコストを削減し，
少ない人員で確実な運用を実現するめたのプログラム群です。JP1/AJS2 - Manager，JP1/AJS2 Agent，JP1/AJS2 - View の製品で構成されます。

JP1/AJS2 - SO
一つ一つの運用手順を蓄積し，ライブラリとして統合する運用管理の基盤機能を提供するプログラ
ムです。立案したシナリオに合う運用手順をライブラリから選択し，運用環境に合わせてカスタマ
イズすることで，業務運用の設計を容易に，かつ高品質で実現することができます。

JP1/Cm2/NC - Manager
負荷分散機の設定をしたり，負荷分散機の制御をしたりするためのプログラムプロダクトです。

JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus
Cosminexus と連携して，負荷分散機を制御するためのプログラムプロダクトです。Management
Server から負荷分散機を動的に制御できます。

JP1/IM
企業情報システム全体を統合管理する基盤になるプログラム群です。JP1 Version 8 の場合は，JP1/
IM - Manager，JP1/IM - View，および JP1/IM - CM の三つの製品で構成されます。JP1 Version 7i
の場合は，JP1/IM - Central Console および JP1/IM - Central Scope，JP1/IM - View，および JP1/
IM - CM の四つの製品で構成されます。

JP1/IM - CM
業務システムを構成する各種のリソース（サーバ，ストレージなど）やシステム構成に関する情報
を集約して管理するためのプログラムです。管理対象のリソースを任意にグルーピングできるため，
システムの監視（性能，障害）や運用（設定配布，構成変更）の際に，グループ単位で管理したり
操作したりできます。

JP1/NETM/Audit
システム内の製品が出力した監査ログを自動収集して，一括管理するためのプログラムプロダクト
です。JP1/Base と連携して，Cosminexus のアプリケーションサーバ，運用管理サーバ，連携する
日立オープンミドルウェア製品などが出力した監査ログを監査ログ管理サーバで自動収集できます。
また，収集した監査ログを，監査ログ管理サーバのデータベースで一元管理できます。

JP1/SC/DPM
デプロイメント操作を実行するためのソフトウェアです。ディスクイメージをバックアップしたり，
OS やアプリケーションのインストールを一括して実施したりできます。
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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 ジョブ運用管理サーバ
JP1/AJS2 と連携してシステムの自動運転をする場合に，JP1/AJS2 - Manager を配置するホストの
ことです。

JP1 統合運用管理サーバ
JP1/IM と連携してシステムの集中監視をする場合に，JP1/IM - Manager（JP1 Version 8 の場合）
を配置するホストのことです。JP1 Version 7i の場合は，JP1/IM - Central Console および JP1/IM
- Central Scope を配置するホストのことです。

JSP（JavaServer Pages）
Web ページを作成する HTML の中に JSP 固有のタグを埋め込んで Enterprise Bean を呼び出すこ
とや，サーブレットから値を受け取ることができます。また，簡単な Java 言語を直接記述すること
もできます。

JSP EL
JSP 2.0 で定義された式言語です。JSP ファイルやタグファイル内に
JavaBeans の属性へのアクセスなどを記述できます。また，API も提供されています。

JSP コンパイル結果
JSP ファイルおよびタグファイルのコンパイルで生成される Java ソースファイルやクラスファイル
です。

JSP 事前コンパイル
Web アプリケーションに含まれる JSP ファイルおよびタグファイルをデプロイ前にコンパイルし，
Java ソースファイルやクラスファイルを生成する機能です。JSP 事前コンパイル機能を使用してあ
らかじめ Java ソースファイルやクラスファイルを生成しておくと，Web アプリケーション実行時
の初回リクエストでのレスポンスタイムを短縮できます。

JSP タグライブラリ
JSP タグを作成するためのもので，JSP 仕様で規定されています。Cosminexus では，統合ユーザ
管理をする場合に，Cosminexus 標準ログインモジュールを使用してユーザ認証をするための JSP
タグライブラリを提供しています。

Management Server
運用管理ドメインを構成するサーバプログラムです。運用管理ドメイン単位に一つ配置します。
Management Server は運用管理ドメイン内の各ホストに配置した運用管理エージェントに指示を出
して，運用管理ドメイン全体の運用管理を実行します。

Management アクション
Management イベント発生時に自動的に実行される処理です。Management アクションとしてどの
ような処理をするかは，Management Server 側であらかじめ定義しておきます。
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Management イベント
Management Server を利用して運用している場合に，運用管理ドメイン内の論理サーバで発生した
事象に応じて Management Server で発行するイベントです。論理サーバでメッセージが出力され
たタイミングで発行できます。例えば，リソース監視中に設定したしきい値を超えた場合などに発
行できます。
Management イベントに対して Management アクションを定義しておくと，発生した事象に応じ
たアクションを自動的に実行できます。

Message-driven Bean
JMS と連携するメッセージ駆動タイプの Bean です。EJB コンテナは JMS の Destination からの
JMS メッセージ受信を契機に Bean を起動します。

MIB オブジェクト
SNMP プロトコルで使用するオブジェクトです。

MIB ファイル
SNMP プロトコルで使うオブジェクトの構造体を記述したテキストファイルです。すべてのオブ
ジェクト（情報）は，オブジェクト ID で一意に決まります。

Microsoft Cluster Service
クラスタソフトウェアの一つです。
システムを監視し，障害発生時などにシステムの切り替えを実行するプログラムです。Microsoft
Cluster Service と連携することで，Cosminexus システムの信頼性や稼働率を向上できます。
Windows Server 2003 で使用できます。
Microsoft Cluster Service と連携したシステムでは，1：1 系切り替えシステム，相互系切り替えシ
ステム，N：1 リカバリシステムが実現できます。

N:1 リカバリシステム
クラスタ構成の実行系のアプリケーションサーバに対して，1 台のリカバリ専用サーバを待機系とし
て配置したシステムです。リカバリ専用サーバでは，障害が発生した実行系のアプリケーション
サーバのトランザクションの決着をします。

Oracle RAC
Oracle データベースのクラスタ機能です。Cosminexus では，Oracle RAC 機能を使用してクラスタ
化された Oracle データベースに接続できます。

ORB ゲートウェイ
CORBA クライアントから J2EE サーバ内で動作している EJB アプリケーションを直接呼び出しで
きるゲートウェイ機能です。CTM レギュレータプロセスによって提供されます。

OTM ゲートウェイ
TPBroker OTM のクライアントから J2EE サーバ内で動作している EJB アプリケーションを直接
呼び出しできるゲートウェイ機能です。OTM ゲートウェイプロセスによって提供されます。

OTS（Object Transaction Service）
1.4 モードで，TPBroker OTS による分散トランザクションを使用するために必要なサービスです。

1355

付録 J

用語解説

Outbound
Connector 1.5 仕様で定められた J2EE サーバとリソースアダプタ間の通信モデルの一つです。
J2EE サーバからリソースアダプタにアクセスする通信モデルです。

PRF デーモン
バッファに出力された PRF トレースを PRF トレースファイルに出力する IO プロセスです。
Management Server では，論理サーバとして扱えます。Management Server で扱う場合は，パ
フォーマンストレーサといいます。

PRF トレース
リクエストを処理する時に Cosminexus システムの各機能で出力されたトレース情報です。バッ
ファに出力されて，一定量たまったら PRF トレースファイルに出力されます。

PRF トレース出力ライブラリ
Cosminexus システムの各機能に組み込まれているライブラリです。機能レイヤごとの PRF トレー
スをバッファに出力する機能を提供しています。

PRF トレース取得レベル
PRF トレースを取得するレベルです。「標準レベル」
，「詳細レベル」，
「保守レベル」があります。
「詳細レベル」または「保守レベル」を指定した場合，
「標準レベル」に比べてトレース取得ポイン
トが多くなります。

PRF トレースファイル
PRF トレースを出力したバイナリ形式のファイルです。性能解析トレースファイル（CSV 形式）に
変換する基になるファイルです。

RMI-IIOP
JavaRMI と JavaIDL を統合した API です。

SecurityManager
セキュリティポリシーに基づいた Web コンテナの実行時保護をする J2EE サーバの機能です。

Server Plug-in
Eclipse のプラグインです。Server Plug-in を使用すると次の操作ができます。
• リソースアダプタのプロパティを設定したり，設定したリソースアダプタを J2EE サーバやバッ
チサーバにデプロイしたりする。
• J2EE アプリケーションのプロパティを設定したり，設定した J2EE アプリケーションを J2EE
サーバにインポートしたりする。
• 論理サーバを起動・停止する。

Session Bean
主に業務処理を実行するための Bean です。Session Bean は，クライアントを一つだけ持つことが
できます。クライアントが終了すると，対応する Session Bean も終了します。クライアントとの
セッションの間だけ動作するため，一時的であり，非永続的な Bean です。Session Bean は，
Stateful Session Bean と，Stateless Session Bean に分類されます。
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SFO サーバ
システム内の J2EE サーバの J2EE アプリケーション内で生成されたグローバルセッション情報を
管理する J2EE サーバです。セッションフェイルオーバ機能を使用するときにシステム構成に含め
ます。

SFO サーバアプリケーション
SFO サーバ上で稼働する J2EE アプリケーションを，SFO サーバアプリケーションといいます。
SFO サーバアプリケーションは EJB で実装されています。なお，SFO サーバアプリケーションは
Cosminexus で提供しています。

Smart Composer 機能
Cosminexus を使用してアプリケーションサーバを構築する場合に，一般的な 3 階層モデルのアプ
リケーションサーバのシステムを，簡単に構築および運用できるよう支援する機能です。システム
全体に対して，システムの設定，および J2EE アプリケーションやリソースアダプタのデプロイを
一括で実行できるので，簡単，迅速にシステム構築ができます。
構築したシステムを一括で起動したり，一括でシステムの設定を変更したりなど，運用機能につい
てもサポートしています。

snapshot ログ
ある時点での J2EE サーバやバッチサーバの状態が出力されたログファイルです。
トラブルシューティングに必要な情報が自動的に出力されます。
Management Server を利用している場合は，次のタイミングで出力されます。
• 論理サーバに異常が発生した時
• 運用管理ポータルまたは運用管理コマンドによって snapshot ログの収集を要求した時
Management Server を利用していない場合は，コマンド（snapshotlog）を実行した時に出力され
ます。このコマンドで出力できるのは，そのコマンドを実行したホストの情報だけです。

SNMP 連携用形式ファイル
SNMP Manager 製品と連携するためのファイルです。MIB ファイルに変換する基になる形式の
ファイルです。Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）で出力できます。

Stateful Session Bean
内部的な状態を保持できる Bean です。Stateless Session Bean とは異なり，ホームインタフェース
からの生成によってインスタンス化されたあとは，メソッドの呼び出しごとに生成，消滅すること
はありません。セッション単位で連続した処理をする場合に適した Bean です。

Stateless Session Bean
状態を保持しない Bean です。Bean のインスタンスの生成・消滅は，すべて EJB コンテナが独自
に管理しています。同じ Bean のメソッドを続けて呼び出した場合にも，それらが同じインスタン
スである保証はありません。そのため，Stateless Session Bean では，内部状態を保持して，複数メ
ソッドで連続した処理をすることはできません。1 メソッドで完結するような処理を記述する場合に
適しています。

Timer Service
EJB コンテナで提供される機能です。指定した時刻，経過時間，または間隔で，EJB コンテナがタ
イムアウトメソッドをコールバックします。
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ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）
JAAS 対応ユーザ管理，およびシングルサインオンの機能を使用するための設定ファイルです。

uCosminexus Batch Job Execution Server
オープン環境で基幹系のバッチ業務を実行・運用するためのバッチジョブ実行基盤を提供する製品
です。JP1/AJS2 とあわせて使用します。

uCosminexus Client
EJB クライアント環境を構築するための製品です。

uCosminexus Operator
Application Server をインストールしたマシンとは別のマシンから，GUI（Eclipse プラグイン）画
面を使用して運用操作を実行するための製品です。例えば，実行環境が UNIX の場合に，別の
Windows のマシンで Eclipse プラグインの GUI による運用管理操作を実行したいときに，この製品
を使用します。

usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
J2EE サーバ，バッチサーバ，Web コンテナサーバ，またはサーバ管理コマンドで使用する
JavaVM のシステムプロパティを定義するファイルです。

WAR ファイル
Web アプリケーションの構成要素を JAR ファイル形式に圧縮したファイルです。
Web アプリケーション実行に必要な HTML ファイル，JSP ページ，Java クラスファイル，JAR
ファイル，および Web アプリケーション配置記述子が含まれます。

Web アプリケーション
Web ブラウザを備えたクライアントを対象に作成されたアプリケーションです。具体的には，サー
ブレットプログラム，JSP ページ，HTML/XML ドキュメントなどの集合体です。

Web コンテナ
J2EE アーキテクチャの Web コンポーネント規約を実装するコンテナです。セキュリティ，トラン
ザクションなどの各種サービスを提供する実行環境です。Web アプリケーションは，Web コンテナ
上で動作します。
Java Servlet2.4 仕様，および JavaServer Pages Specification v2.0 仕様に準拠した Web アプリケー
ションを実行できます。

Web コンテナサーバ
サーブレットエンジンモードで動作するサーバを指します。

Web サーバ
Web ブラウザからのリクエスト受信および Web ブラウザへのデータ送信に関連する処理を実行する
プログラムです。Cosminexus では，Hitachi Web Server，Microsoft IIS，またはインプロセス
HTTP サーバを使用できます。インプロセス HTTP サーバは，J2EE サーバプロセス内で動作する
Web サーバです。
なお，Management Server を利用する場合，Hitachi Web Server は論理サーバとして扱えます。
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Web サーバ連携
アプリケーションサーバで使用する Web サーバとして，Hitachi Web Server または Microsoft IIS
を使用する方法です。
Hitachi Web Server または Microsoft IIS に Cosminexus Component Container が提供するリダイ
レクタモジュールを組み込んで使用します。

Web システム
1 台の負荷分散機（ロードバランサ）と複数の Web サーバおよびアプリケーションサーバで構築さ
れる Web クラスタシステムで，単一の業務サービスを提供します。

（ア行）
アーカイブ形式
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EE サーバの作業ディレクトリに持つ
J2EE アプリケーションの形式です。

アウトプロセス
プロセスの起動のしかたです。アウトプロセスで起動させると，J2EE サーバのプロセス外で実行し
ます。アウトプロセスでネーミングサービスを使用する場合，CORBA ネーミングサービスはユー
ザが起動する必要があります。

アセンブル
単体では動作しない EJB-JAR をアプリケーションの 1 構成要素として位置づけるための組み立て
作業のことです。

アノテーション
ソースコードにクラスやメソッドの付加情報などを埋め込むための記述方式です。

アプリケーションサーバ
情報システムの中間に位置し，ユーザの要求（プレゼンテーション層）とデータベースなどの業務
システム（データ層）の処理を橋渡しするためのアプリケーション層を構築するためのミドルウェ
アです。
日立のアプリケーションサーバ Cosminexus は，業務の開発から運用まで一貫した環境を提供しま
す。

アプレット
Web 経由で読み手のマシンのブラウザ上にダウンロードされる Java プログラムです。

イベントリスナ
イベントを受け取って処理するオブジェクトです。Application Server では，Web アプリケーショ
ン単位でサーブレットコンテキストオブジェクトまたはセッションオブジェクトの状態変化イベン
トを受け取ります。

インプロセス
プロセスの起動のしかたです。インプロセスで起動させると，J2EE サーバのプロセス内で実行する
ように最適化されるので，パフォーマンスの高いシステムが実現できます。ネーミングサービス，
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トランザクションサービスおよび HTTP サーバ機能をインプロセスで起動できます。このとき，
CORBA ネーミングサービス，インプロセス OTS およびインプロセス HTTP サーバは，J2EE サー
バ起動時に自動で起動されます。

インプロセス HTTP サーバ
J2EE サーバのインプロセスで動作する Web サーバ機能です。Web コンテナの機能の一部として提
供されます。

運用監視エージェント
ホスト上で動作する論理サーバの稼働状況を監視して，稼働情報を収集するエージェントプログラ
ムです。

運用管理エージェント
運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイルを更新した
りするエージェントプログラムです。

運用管理コマンド（mngsvrutil）
Management Server を操作するための CUI です。

運用管理サーバ
Smart Composer 機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，Management
Server を配置したホストです。運用管理ドメイン内の各ホストに配置されている運用管理エージェ
ントに対して，管理操作を指示します。

運用管理サーバモデル
Smart Composer 機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，アプリケーショ
ンサーバとは別の運用管理用のホストに Management Server を配置するシステム構成モデルです。

運用管理ドメイン
Management Server が管理する論理サーバの集合です。同じ運用管理ポリシーが適用されます。

運用管理ポータル
Management Server を操作するための GUI です。Web ブラウザで表示します。

運用管理ポリシー
運用，監視，セキュリティなど，運用管理に関するポリシーです。

エラーページのカスタマイズ
Web クライアントから存在しないリソースへのアクセスなどがあった場合に，Web コンテナから返
却されるエラーページをユーザが作成した任意のページに変更して表示させる機能です。

（カ行）
ガーベージコレクション制御機能
リソースの排他中にガーベージコレクションの実行を待ち状態にする機能です。リソースの排他中
にフルガーベージコレクションが発生し，処理が長時間中断されるのを回避できます。ガーベージ
コレクション制御機能は，バッチサーバの場合に使用できます。
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カスタムジョブ
JP1/AJS2 以外のプログラムと JP1/AJS2 が連携するジョブを定義する場合に，目的のジョブを容易
に作成するために使用できるジョブのテンプレートです。Windows の場合，Cosminexus では，
「論
理サーバ制御用カスタムジョブ」と「アプリケーション制御用カスタムジョブ」の 2 種類を提供し
ています。

カスタムログインモジュール
Cosminexus 標準ログインモジュール以外を使用して，各アプリケーションのユーザ認証をしたい
場合に作成する実装クラスです。

仮想サーバ
負荷分散機で複数の実サーバを管理するための仮想的なサーバです。負荷分散機では，クライアン
トから仮想サーバにアクセスされたトラフィックを，実サーバに自動分配します。

稼働情報収集機能
J2EE サーバやバッチサーバ内の各機能の稼働情報を定期的に収集し，ファイルに出力する機能で
す。出力されたファイルを稼働情報ファイルといいます。

簡易 Web サーバ
Web コンテナを HTTP サーバとして使用して，スタブなどのダウンロードに利用する機能です。イ
ンプロセス HTTP サーバとは異なり，実運用時にはスタブのダウンロード以外の目的では使用でき
ません。
Management Server を利用する場合は，
「管理用サーバ」という名称で扱います。

監査証跡
データベースの機能で出力する，データベースに対する操作記録のことです。データベースに対す
る権限の運用が適切に行われているかどうかをチェックするために使用します。Cosminexus では，
監査証跡に Cosminexus システムの情報を出力するためのデータベース監査証跡連携機能を提供し
ています。

監査ログ
システム構築者やシステム運用者が Cosminexus のプログラムに対して実行した操作，およびその
操作に伴うプログラムの動作の履歴が出力されるファイルです。監査者が監査ログを調査すること
で，
「いつ」「だれが」
「何をしたか」を知ることができて，システムの運用が法規制，セキュリティ
評価基準，または業界ごとの各種の基準に準拠していることを証明できます。

監視ツリー
JP1/IM 連携をしている場合に，統合スコープに表示するツリーのことです。Cosminexus システム
では，監視ツリーとして，Cosminexus 業務指向ツリーとサーバ指向ツリーの 2 種類を作成する機
能を提供しています。

管理対象オブジェクト（AdminObject）
Connector 1.5 仕様で定義された，キューやトピックなどを使用したメッセージの送受信で使用する
オブジェクトです。メッセージ送信や，同期または非同期でのメッセージ受信でのメッセージ変換
で使用します。
管理対象オブジェクトは，メッセージプロバイダごとに特有のオブジェクトです。リソースアダプ
タが使用する管理対象オブジェクトは，リソースアダプタの DD（ra.xml）の <adminobject> タグ
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で指定します。

機能レイヤ
性能解析トレース収集をする場合に，PRF トレースを出力する機能の層です。EJB クライアント，
リダイレクタ，Web コンテナ，CTM，EJB コンテナ，JNDI，JTA，JCA/JDBC などがあります。

業務指向ツリー
JP1/IM と連携している場合に統合スコープに表示する監視ツリーの一つです。Cosminexus システ
ム上で稼働している J2EE アプリケーションを主体に構成されている監視ツリーです。どの業務で
問題が発生しているか，業務の視点でトラブルを監視できます。

業務処理プログラム
ビジネスロジックを実装した Enterprise Bean のことです。

共有スレッド数
Web コンテナ上にデプロイされている Web アプリケーションで共有されるスレッド数です。

クライアントアプリケーション情報
性能解析トレースに出力される情報です。次に示す Enterprise Bean を呼び出す単位で設定される
情報です。
• Web コンテナから EJB コンテナの呼び出し
• EJB クライアントから EJB コンテナの呼び出し
• EJB コンテナから EJB コンテナの呼び出し

クラスタ
ある共通の機能を提供するサーバの集合です。
Management Server では，J2EE サーバクラスタまたは Web サーバクラスタを論理サーバとして
扱えます。

クラスタソフトウェア
システムの信頼性向上，稼働率向上を目的として，システムの切り替えを実現するプログラムです。
実行中のサーバシステムに障害が発生した場合，事前に待機しているサーバシステムに，直ちに自
動で切り替えることができます。そのため，オペレータが特に意識することなく，システムの信頼
性や稼働率を高められます。
Cosminexus では，クラスタソフトウェアを使用して，1:1 系切り替えシステム，N:1 リカバリシス
テム，および相互系切り替えシステムを実現できます。
AIX，HP-UX または Linux を使用している場合は，クラスタソフトウェアとして HA モニタが使用
できます。Windows の場合は，クラスタソフトウェアとして Microsoft Cluster Service が使用でき
ます。

グローバル CORBA ネーミングサービス
CTM によってリクエストをスケジューリングする場合に，CTM ドメイン内に含まれる複数の
J2EE サーバに登録されている業務処理プログラム（Stateless Session Bean）の情報を共有管理す
るネーミングサービスです。

グローバルセッション
セッションフェイルオーバ機能では，障害発生前の HTTP セッションと，障害発生後に引き継がれ
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た HTTP セッションを一つのセッションとして扱います。これをグローバルセッションといいま
す。

グローバルセッション ID
グローバルセッションを管理する ID です。システム内でグローバルセッション情報を一意に識別す
るために，グローバルセッションに付けられます。

グローバルセッション情報
グローバルセッションが持つ情報をグローバルセッション情報といいます。グローバルセッション
情報は SFO サーバで管理されます。

グローバルトランザクション
J2EE サーバが提供するトランザクションマネジャによって管理されるトランザクションです。2
フェーズコミットプロトコルを使用できるので，トランザクションに複数のリソースを参加させる
ことができます。

系
系とは，業務処理に必要なハードウェアのほか，実行するプログラムや通信機器を含めたシステム
全体の総称です。系の種類には，実行系と待機系があります。

計画系切り替え
系切り替えの方法の一つで，オペレータが系を保守する際に，計画的に系を切り替える方法です。

系切り替え
システムに障害が発生した場合やシステムの保守のために，システムを切り替えることをいいます。
系切り替えが行われると，待機系は業務処理を引き継いで実行系となります。一方，実行系は，さ
らに障害が発生した場合に備えて待機系となります。以降，系切り替えのたびに，実行と待機を交
代して，どちらかの系で常に業務処理を実行するようにします。

系障害
サーバを除いた系に発生する障害を指します。系のハードウェア障害や HA モニタの障害などがあ
ります。なお，サーバに発生する障害はサーバ障害といいます。

ゲートウェイ指定機能
クライアントと Web サーバとの間に，SSL アクセラレータや負荷分散機などのゲートウェイを配置
している場合に，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知し，welcome ファイルや Form 認証画面
に正しくリダイレクトできるようにするための機能です。

現用系
最初に実行系として動作させる系を現用系といいます。系切り替えによって，実行系が待機系に
なった場合でも，呼び方は変わりません。

コネクションスイーパ
一定の間隔でコネクションプール内の未使用コネクションを破棄する機能です。

コネクションプーリング
サーブレット，JSP，Enterprise Bean などの J2EE コンポーネントや，バッチアプリケーションか
らリソースへのアクセス量に応じて，リソースコネクションをメモリ上にプーリングする機能です。
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リソースコネクションには，JDBC コネクション，リソースアダプタのコネクションなどがありま
す。コネクションをプーリングしておくことで，アプリケーションからのリソース接続要求を高速
に処理できます。

コミットオプション
CMP フィールドのキャッシュ方法と Entity Bean の状態遷移のキャッシュモデルを指定するオプ
ションです。
Full caching の場合，Entity Bean は前回のトランザクションコミット時と同じ状態で開始されま
す。
Caching の場合，Entity Bean はデータベースの最新状態と同じ状態で開始されます。
No caching の場合，Entity Bean はデータベースの最新状態と同じ状態で開始され，かつ，トラン
ザクションコミット時に Entity Bean は非活性になります。

コンテキスト
Web アプリケーションをまとめた管理単位です。

コンテキストルート
コンテキストのルートパスです。コンテキスト内の Web アプリケーションにアクセスするときに
URL 上に指定します。コンテキストパスとも呼びます。

コンテナ拡張ライブラリ
ユーザ作成ライブラリのインタフェースおよび機能を，J2EE コンテナ，Web コンテナ，または
バッチサーバから利用できるように拡張したライブラリです。Enterprise Bean，サーブレットおよ
び JSP から共通して利用できます。

（サ行）
サーバ管理コマンド
サーバで管理しているアプリケーションおよびリソースの設定をするためのコマンド群です。

サーバ起動・停止フック機能
J2EE サーバ，バッチサーバまたは Web サーバの起動・停止時に，コンテナ拡張ライブラリを使用
するための初期化処理および停止処理を自動的に呼び出す機能です。J2EE サーバまたは Web サー
バが異常終了した場合には機能しません。

サーバ指向ツリー
JP1/IM と連携している場合に統合スコープに表示する監視ツリーの一つです。サーバマシン（ホス
ト）を主体に構成されている監視ツリーです。

サービス閉塞
J2EE アプリケーションの運用中に特定の業務処理プログラムを入れ替えたい場合などに，システム
全体は稼働させたまま，該当サービスだけを安全に閉塞させる機能です。

サービスユニット
J2EE サーバや Web サーバで構成される業務サービスを提供する閉じた部分系を，サービスユニッ
トといいます。Smart Composer 機能では，サービスユニット単位でシステムを構築したり，一括
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起動や一括停止をしたりできます。
Smart Composer 機能を利用してシステムを構築するときの概念です。

サーブレット
サーバ側で Java を実行させる方法の一つです。
サーブレットは，Web サーバに対して，単に HTML 文書や画像ファイルを送るだけではなく，Web
サーバと連携して，アプリケーションを実行し，その結果を HTML 文書として送り返す機能を提供
します。

サーブレットエンジンモード
サーバの動作モードの一つです。Web コンテナ部分だけを使用して，サーブレットエンジンを単独
で動作させます。Enterprise Bean は動作しません。
サーブレットエンジンとは，サーブレット実行機能および JSP 実行機能を持つサーバのことです。
なお，サーブレットエンジンモードは互換用の動作モードとなります。

サーブレットフィルタ
サーブレット /JSP へのリクエストや，サーブレット /JSP からのレスポンスを，フィルタリングす
る機能です。サーブレットフィルタによって，サーブレット /JSP の実行前のリクエスト，または実
行後のレスポンスをラップして，データの変更，リソースに対するトレースの取得などができます。
Cosminexus の機能を実現するためのサーブレットフィルタとしては，セッションフェイルオーバ
用フィルタ，および HTTP レスポンス圧縮用フィルタが提供されています。

実行系
業務処理を実行させる系（実行中のサーバ）を指します。

実行待ちキュー
同時実行スレッドの最大値を設定している場合に，実行スレッド数が最大に達したときに，リクエ
ストをためておくキューのことです。

実パラメタ
Cosminexus の定義ファイルに設定するパラメタです。Smart Composer 機能では，抽象パラメタを
一つ設定することで，互いに関連のある複数の実パラメタに，一括で値を設定できます。

自動系切り替え
系切り替えの方法の一つで，クラスタソフトウェアが自動的に系を切り替える方法です。

シナリオ
JP1/AJS2 - SO で扱う，シナリオジョブに実行順序を付けてネットワーク化したオブジェクトです。
シナリオジョブとは，シナリオ中に定義されたコマンド，シェルスクリプト，Windows 実行ファイ
ルなどを定義したオブジェクトです。
シナリオは JP1/AJS2 に登録して実行できます。

ジョブ
JP1/AJS2 で扱うシステム運用の各作業のことです。

ジョブネット
JP1/AJS2 で扱うジョブの実行順序を関連づけたものです。

1365

付録 J

用語解説

シングルサインオン
一度のログイン処理で，ユーザ ID が異なる複数のシステムをシームレスに利用できるようにする機
能です。

シングルサインオン情報リポジトリ
統合ユーザ管理フレームワークのユーザマッピングを実行して，シングルサインオンでユーザ認証
するための各システムの認証情報とマッピング情報を格納するリポジトリです。

シングルサインオンライブラリ
ユーザマッピング情報の格納されたシングルサインオン情報リポジトリの情報を基にユーザマッピ
ングをして，シングルサインオンを実現するライブラリです。

スケールアウト
システム全体の処理性能を向上させることを目的として，サーバの台数を増やすことをいいます。

スケールイン
システムの規模を縮小する場合などに，サーバの台数を減らすことをいいます。

スケジュールキュー
CTM によってリクエストをスケジューリングする場合に，リクエストをためておくキューです。
J2EE アプリケーション単位で作成され，CTM デーモンによって管理されます。

スケジュールポリシー
CTM によってリクエストをスケジューリングする場合に，振り分ける基準を決めるポリシーです。
負荷が軽い CTM デーモンに振り分ける方法と，リクエストを受け付けた CTM デーモンに優先的に
処理させる方法のどちらかを選択できます。

スマートエージェント
1.4 モードでグローバルトランザクションを使用する場合，または CTM を使用する場合に，動的な
分散ディレクトリサービスを提供するプロセスです。
Management Server を利用する場合，スマートエージェントは論理サーバとして扱えます。CTM
はスマートエージェントによって管理されます。
なお，グローバルトランザクションの場合でも，インプロセストランザクションサービスを利用す
るときは，スマートエージェントは不要です。

静的コンテンツ
HTML ファイルや画像ファイルなど，クライアントからの要求に対する応答に使用するファイルの
うち，リクエスト内容に影響されないで常に同じ内容になるコンテンツのことです。

性能解析トレース
Cosminexus システムの性能解析をするためのトレース情報です。

性能解析トレースファイル
Cosminexus システムの性能解析をするためのトレース情報を CSV 形式で編集出力したテキスト
ファイルです。

セキュリティアイデンティティ
J2EE サーバによるユーザ認証が成功した時に Web コンテナや EJB コンテナに伝達される認証情報
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です。

セッション
Web アプリケーションに対する一連の作業を示す単位です。セッションは通常，Web クライアント
から Web サーバへの複数のリクエストの集合から構成されます。

セッションフェイルオーバ機能
J2EE アプリケーション実行中の HttpSession オブジェクトに登録されたオブジェクトをセッショ
ン情報として管理し，J2EE サーバで障害が発生した場合には，管理しているセッション情報をほか
の J2EE サーバに引き渡す機能です。J2EE サーバで障害が発生し，ほかの J2EE サーバにリクエ
ストが転送された場合でも，障害発生前の状態で業務を続行できます。

セッションフェイルオーバサーバ
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，J2EE サーバを配置しないで，SFO サーバを配
置して使用するホストです。

セットアップウィザード
対話形式のウィザードプログラムを使用してシステムを構築するための機能です。必要最低限の項
目を設定するだけで，J2EE アプリケーションを実行するためのシステムを構築できます。できるだ
け少ない手順で実行環境を構築したい場合にお勧めの機能です。ただし，セットアップウィザード
で実行できるのは，1 台のマシンを対象にしたシステム構築だけです。

占有スレッド数
利用できるスレッド数のうち，同時実行スレッド数制御の対象となるリクエストを確実に実行でき
るスレッド数です。Web コンテナ上にデプロイされている Web アプリケーションごと，または
Web アプリケーション内の業務処理ロジックごとに指定できます。

相互系切り替えシステム
クラスタソフトウェアを使用して実現できるシステムの一つです。アプリケーションサーバの実行
系と待機系を 1：1 にする構成で，それぞれのアプリケーションサーバを実行系として稼働させなが
ら，お互いの待機系にするシステムです。

相互スタンバイ
クラスタソフトウェアを使用した運用をする場合に，アプリケーションサーバの実行系と待機系を
1:1 にする構成で，それぞれのアプリケーションサーバを実行系として稼働させながら，お互いの待
機系にすることです。

（タ行）
待機系
障害に備えて待機させている系（待機中のサーバ）を指します。

抽象パラメタ
互いに関連のあるパラメタを一つのパラメタとしてまとめたものです。Smart Composer 機能で使
用します。Smart Composer 機能のコマンドを使用してパラメタを展開すると，一度に複数の実パ
ラメタに値が展開されます。
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通常モード
J2EE アプリケーションの動作モードです。通常モードは，本番稼働する J2EE アプリケーション
を動作させるためのモードです。

データソース
JDBC を使用してデータベースに接続する機能です。

テストモード
J2EE アプリケーションの動作モードです。テストモードは，テスト用の J2EE アプリケーション
を本番環境と同じように動作させるためのモードです。

デプロイ
J2EE アプリケーションの場合，J2EE サーバ内にインポートした J2EE アプリケーションを，クラ
イアントから実行可能な状態にすることです。
J2EE リソースアダプタの場合，J2EE サーバ内にインポートした J2EE リソースアダプタを，その
J2EE サーバ上で動作するすべての J2EE アプリケーションから使用可能な状態にすることです。

展開ディレクトリ形式
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を，J2EE サーバの外部にある一定のルールに
従ったファイル／ディレクトリに持つ J2EE アプリケーションの形式です。

統合コンソール
JP1/IM と連携している場合に，システムで発生した事象に関するエラーメッセージなどを表示する
画面です。

統合スコープ
JP1/IM と連携している場合に，システムの監視画面として管理者の目的に合った監視ツリーを表示
する画面です。

統合ネーミングスケジューラサーバ
CTM によるリクエストのスケジューリングをする場合に，J2EE サーバを配置しないで，グローバ
ル CORBA ネーミングサービスを配置して使用するホストです。統合ネーミングスケジューラサー
バのレプリカを作成することで，可用性を向上できます。なお，統合ネーミングスケジューラサー
バにも CTM デーモンは必要です。

統合ネーミングスケジューラサーバモデル
CTM によるリクエストのスケジューリングをする場合に，J2EE サーバを配置しないでグローバル
CORBA ネーミングサービスを配置するホストを作成するシステム構成モデルです。

統合ユーザ管理
Cosminexus システムにログインするユーザを統合管理するための仕組みです。ユーザ認証を実現
する統合ユーザ管理フレームワークと，リポジトリ管理およびリソース監視を実現する統合ユーザ
管理 GUI が使用できます。

統合ユーザ管理 GUI
Management Server の運用管理ポータルから，統合ユーザ管理の対象になるユーザ情報を格納した
リポジトリを管理したり，統合ユーザ管理に関連するリソースを監視したりするための GUI です。
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統合ユーザ管理フレームワーク
統合ユーザ管理でのユーザ認証を実現するフレームワークです。Java 標準仕様（JAAS）に従った
API が提供されています。

動作モード
サーバの動作モードです。J2EE サーバモードとサーブレットエンジンモードがあります。J2EE
サーバモードには，さらに，1.4 モード，ベーシックモードがあります。
ただし，ベーシックモードおよびサーブレットエンジンモードは旧バージョンとの互換用の動作
モードとなります。

動的コンテンツ
サーブレットや JSP のように，クライアントからの要求に応じて動的に生成されるコンテンツのこ
とです。

トランザクションサービス
グローバルトランザクションを使用する場合に，トランザクションを管理するサービスです。
TPBroker OTS によって提供されるサービス全体を表します。トランザクションサービスは，J2EE
サーバのインプロセスで起動されます。

トランザクションマネジャ
トランザクションを管理する機能です。Application Server が提供しています。グローバルトラン
ザクションの場合は，トランザクションマネジャのバックエンドで TPBroker OTS が使用されてい
ます。

トレース取得ポイント
Cosminexus システムの各機能レイヤで PRF トレースを出力するポイントのことです。PRF トレー
ス取得レベルの指定によって，トレース取得ポイントの数は異なります。

（ナ行）
ネーミング切り替え
JNDI を介して EJB ホームオブジェクトの登録，削除，検索をする時に，JNDI が接続する
CORBA ネーミングサービスを切り替えることです。

ネーミングサービス
オブジェクトに名前を付けて格納場所を管理しておくことで，格納先を知らなくても名前からその
オブジェクトを利用できるようにするサービスです。Application Server では CORBA ネーミング
サービスを利用します。
Management Server では，ネーミングサービスを論理サーバとして扱えます。

（ハ行）
バインド先アドレス設定機能
Web サーバ連携および簡易 Web サーバで利用する IP アドレスを，Web コンテナで明示的に指定す
る機能をバインド先アドレス設定機能といいます。複数の物理ネットワークインタフェースを持つ
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ホストまたは一つの物理ネットワークインタフェースに対して，ホストで実行する場合に，この機
能を使用することで，任意の IP アドレスを設定できます。

バッチアプリケーション
バッチ処理を実装した Java アプリケーションです。バッチ実行コマンドを使用して，バッチサーバ
上で実行します。バッチ実行コマンドを JP1/AJS2 のジョブとして定義しておくと，JP1/AJS2 から
バッチアプリケーションを実行できます。

バッチサーバ
バッチアプリケーションを実行するためのサーバです。バッチアプリケーションの実行機能のほか
に，バッチアプリケーションからデータベースに接続したり，EJB にアクセスしたりする機能も提
供しています。

パフォーマンストレーサ
PRF デーモンのことです。
Management Server では，パフォーマンストレーサを論理サーバとして扱えます。

ハンドラ
ロガーから受け取ったアプリケーションのログをファイルやコンソールに出力する，Java ロギング
API の Handler オブジェクトです。J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，EJB クラ
イアントアプリケーションで使用できます。
Application Server では，日立トレース共通ライブラリ形式のログをファイルに出力するための
ファイルハンドラである，CJMessageFileHandler を提供しています。

ビジネスインタフェース
Enterprise Bean を呼び出すためのビジネスメソッドを定義するインタフェースです。

日立トレース共通ライブラリ
日立が提供するトレース採取用のライブラリです。複数の製品で共通のライブラリを利用するので，
各製品のトレース形式が統一できます。

非保護区
メソッドキャンセルができる領域を指します。ユーザプログラムのコードが非保護区に該当します。
メソッドキャンセルとは，J2EE アプリケーション実行時間の監視で提供される機能の一つです。ま
た，バッチ強制停止コマンドでも使用されます。

負荷分散機
Web ブラウザなどからのリクエストを一元的に受け付けて，同等の機能を持つ複数のサーバに転送
して各サーバの負荷を分散させるための装置です。

物理コネクション
接続先リソースのコネクションです。通常は J2EE コンテナが操作します。リソースアダプタの場
合は，javax.resource.spi.ManagedConnection，JDBC の場合は javax.sql.XAConnection に該当し
ます。

物理ティア
同一のデプロイメント（プロセスの配置，J2EE アプリケーションやリソースアダプタのデプロイ，
定義）を適用するサーバマシンの集合を物理ティアといいます。
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Smart Composer 機能を利用してシステムを構築するときの概念です。

フロント EJB
リクエストの受け口となる Enterprise Bean をフロント EJB といいます。

ベーシックモード
旧バージョンとの互換性を確保するためのサーバの動作モードの一つです。
単一リソースとのトランザクション管理ができます。

別名
JNDI 名前空間に登録する EJB ホームオブジェクトリファレンスや，J2EE リソースに付けられる
任意の名前です。ユーザ指定名前空間機能を使用している場合，別名を付けられます。Optional
Name ともいいます。

保護区
メソッドキャンセルができない領域を指します。J2EE サービスのソースなどが保護区に該当しま
す。メソッドキャンセルとは，J2EE アプリケーション実行時間の監視で提供される機能の一つで
す。また，バッチ強制停止コマンドでも使用されます。

ホスト単位管理モデル
Smart Composer 機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，Management
Server をアプリケーションサーバと同じホストに配置するシステム構成モデルです。

（マ行）
未決着トランザクション
決着していない，仕掛かり中のトランザクションです。

メソッドキャンセル機能
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の機能の一つです。メソッドタイムアウト機能でタイム
アウトが通知されたあと，メソッドのキャンセルを実施する機能です。キャンセル時にデータベー
スにアクセスしている場合は，トランザクションの強制決着もします。
また，メソッドキャンセル機能は，バッチ強制停止コマンド実行時にも使用されます。

メソッドタイムアウト機能
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の機能の一つです。監視基盤にあるリクエストのうち，
一定時間内に終了しなかったメソッド処理を，タイムアウトとしてユーザに通知します。

メッセージインフロー
メッセージプロバイダがアプリケーションサーバ上のメッセージエンドポイントにメッセージを配
送する場合の規約です。Connector 1.5 の Inbound の通信モデルを使用する場合に使用できる機能
です。
メッセージプロバイダには EIS などが該当します。アプリケーションサーバ上のメッセージエンド
ポイントには Message-driven Bean が該当します。
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面数
ログファイルを保持する数です。ログファイルは面数分作成され，循環して使用されます。

メンバリソースアダプタ
コネクションプールをクラスタ構成にしている場合に，データベースノードに接続するリソースア
ダプタです。メンバリソースアダプタは，必ずルートリソースアダプタを経由してアクセスされま
す。

（ヤ行）
ユーザ指定名前空間機能
JNDI 名前空間に登録する EJB ホームオブジェクトリファレンスや J2EE リソースの名前に，ユー
ザが任意の別名を付けられる機能です。別名を付与することによって，CTM によってリクエストを
振り分けたり，負荷分散機やロードバランサによって負荷分散したりする場合に，サーバ名やアプ
リケーション名に依存しない名前でルックアップできるようになります。

ユーザ情報
Cosminexus システムにユーザがログインするための情報です。

ユーザ情報リポジトリ
統合ユーザ管理をする場合に，ログイン時のユーザ認証に使用する情報を格納するリポジトリです。
LDAP ディレクトリサーバまたはデータベース（RDB）が使用できます。

ユーザスレッド
ユーザがプログラムの中で明示して生成するスレッドのことです。

ユーザ認証ライブラリ
LDAP ディレクトリサーバで構築されたユーザ情報リポジトリの情報を基にユーザ認証をして，認
証したユーザの情報をアプリケーションに提供する，JAAS 対応ユーザ管理用ライブラリです。

ユーザプロパティファイル
usrconf.properties のことです。J2EE サーバ，Web コンテナサーバまたはサーバ管理コマンドを実
行する JavaVM のシステムプロパティを指定します。なお，J2EE サーバ，Web コンテナサーバお
よびサーバ管理コマンドで使用するユーザプロパティファイルは，それぞれ格納先および指定でき
るキーが異なります。

ユーザマッピング
異なるユーザ情報リポジトリに格納した同じユーザについての情報を対応づけることです。

ユーザログ
J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，または EJB クライアントアプリケーションが
出力するログのことです。

予備系
最初に待機系として起動する系を予備系といいます。系切り替えによって，待機系が実行系になっ
た場合でも，呼び方は変わりません。
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（ラ行）
ライトトランザクション
ローカルトランザクションを最適化した状態で使用できる機能です。

ライブラリ JAR
JAR ファイル形式でパッケージされた，共通ライブラリです。J2EE アプリケーション内の J2EE
コンポーネントから共通に使用できます。

ラウンドロビン検索
複数の CORBA ネーミングサービス上にある同一名称の EJB ホームオブジェクトを，ラウンドロビ
ンポリシーに従ってルックアップする検索機能のことです。

ラウンドロビンポリシー
複数の CORBA ネーミングサービス上にある同一名称の EJB ホームオブジェクトをルックアップす
る場合に適用されるポリシーです。
EJB ホームオブジェクトリファレンスをラウンドロビン検索によって取得できるので，EJB クライ
アントでは意識しないで J2EE サーバに送信するリクエストの負荷分散を実現できます。

リカバリ専用サーバ
クラスタソフトウェアを使用して N:1 リカバリシステムを構築している場合に待機系として機能す
るアプリケーションサーバです。
障害が発生した実行系のアプリケーションサーバに未決着のトランザクションがあった場合に，系
が切り替えられ，該当するトランザクションを解決してリソースを解放します。

リクエスト処理スレッド
Web ブラウザなどのクライアントからのリクエストを受け付けて処理するために Web サーバで生成
されるスレッドです。インプロセス HTTP サーバの場合は，Web コンテナで生成されます。

リクエストのスケジューリング
クライアントからのリクエストを実行するサーバを負荷に応じて的確に振り分けたり，サーバに送
信するリクエストの数を制限したりする機能です。

リソースアダプタ
J2EE Connector Architecture によって，J2EE サーバまたはバッチサーバと，EIS を接続するため
の接続機能です。
Cosminexus システムでは，データベースに接続するためのリソースアダプタである DB Connector
および DB Connector for Cosminexus RM を提供しています。また，OpenTP1 の SPP と接続する
ためのリソースアダプタである uCosminexus TP1 Connector，TP1/Message Queue と接続するた
めのリソースアダプタである TP1/Message Queue - Access，データベース上に実現したキューに接
続するためのリソースアダプタである Cosminexus RM も使用できます。

リソースマネジャ
リソースを管理する機能です。DBMS などが該当します。

リダイレクタ
Web サーバに登録し Web コンテナへの接続を可能にするプラグインコンポーネント（ライブラリ）
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です。Web サーバに登録したリダイレクタによって，リクエストを URL パターンまたはラウンド
ロビン方式で複数の Web コンテナに振り分けて処理できます。

リデプロイ機能
J2EE アプリケーションを入れ替えるときに使用する機能です。リデプロイ機能による入れ替えは，
J2EE アプリケーションのテスト時などに，修正した J2EE アプリケーションと動作中の J2EE ア
プリケーションを入れ替えたいときに使用します。

リバースプロキシサーバ
インターネットなどの外部ネットワークとアプリケーションサーバが配置されている内部ネット
ワークの間の DMZ に配置され，外部ネットワークからのリクエストを内部ネットワークに中継す
るための機能を持つ Web サーバです。
Cosminexus では，Hitachi Web Server をリバースプロキシサーバとして使用できます。リバース
プロキシサーバには，リバースプロキシモジュールが組み込まれて動作します。

リモートインタフェース
Java RMI のインタフェース規定に従い，RMI-IIOP 通信によって Enterprise Bean の呼び出しをす
るインタフェースです。
リモートホームインタフェースとリモートビジネスインタフェースが含まれます。

リロード機能
開始状態にあるアプリケーションを停止させないで，アプリケーションを構成するクラスや JSP
を，少ない手順で動的に入れ替える機能です。

ルートアプリケーション情報
性能解析トレースに出力される情報です。イベントで一連の処理の先頭になるプロセスで取得した
情報です。

ルートコンテキスト
コンテキストルートが空文字（コンテキストルートに名称が指定されていない）の，WAR ファイル
内のルートパスです。

ルートリソースアダプタ
コネクションプールをクラスタ構成にしている場合に，メンバリソースアダプタを束ね，ユーザプ
ログラムからのリクエストを受け付けるアダプタのことです。

レルム
統合ユーザ管理をしているシステムで，同一の認証ポリシーを適用する範囲のことです。

ローカルインタフェース
Enterprise Bean の呼び出しを Java のメソッド呼び出しで実行するインタフェースです。通信は発
生しません。
ローカルホームインタフェースとローカルビジネスインタフェースが含まれます。

ローカルトランザクション
接続先のリソースマネジャによって管理されるトランザクションです。単一のリソースだけがトラ
ンザクションに参加できます。
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ロードバランサ
リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける場合に使用するワーカ定義のうち，クラスタ構成
の場合に使用する特殊なワーカ定義です。振り分け先の Web コンテナのリストが定義されていま
す。リダイレクタでは，この定義を基に，ラウンドロビン方式でリクエストの振り分け処理をしま
す。

ロール
コンテキストに対し，アクセス制御するときに使用される単位です。ロールはグループごとに定義
されます。また，アクセス制御するコンテキストについては，そのコンテキストにアクセスするの
に必要なロールが定義されます。アクセスしたユーザの持つロールがコンテキストに定義された
ロールと一致した場合，そのコンテキストへのアクセスは成功します。

ロガー
J2EE アプリケーション，バッチアプリケーション，または EJB クライアントアプリケーションの
ログを取得する，Java ロギング API の Logger オブジェクトです。

ログインモジュール
JAAS に準拠した統合ユーザ管理のユーザ認証に使用する，JAAS API の LoginModule インタ
フェースの実装クラスです。

論理コネクション
サーブレットや Enterprise Bean などの J2EE コンポーネントが直接操作するコネクションです。
リソースアダプタの場合は javax.resource.cci.Connection，JDBC の場合は java.sql.Connection に
該当します。

論理サーバ
Management Server の運用管理の対象になる，サーバまたはクラスタです。サーバには，Web
サーバ，J2EE サーバなどがあります。クラスタとは，ある共通の機能を提供するサーバの集合で
す。

論理ネーミングサービス
JNDI がラウンドロビン検索の対象にする複数の CORBA ネーミングサービスのことです。

論理ユーザサーバ
任意のサービスやプロセスを Management Server の管理対象として定義した論理サーバです。
Management Server で起動・停止したり，ステータス監視したりできるようになります。

（ワ行）
ワーカプロセス
Web サーバの背後で動作する Web コンテナのプロセスです。リダイレクタから見た場合の Web コ
ンテナ実行プロセスになります。具体的には，J2EE サーバまたは Web コンテナサーバに当たりま
す。
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利用できる運用管理機能 999,1002
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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。

