Cosminexus

システム設計ガイド

解説書

3020-3-M04-61

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
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。
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。
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。
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。
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 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。
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。

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。
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-M04
2008 年 1 月 ( 第 4.1 版 ) 3020-3-M04-61

■著作権
All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi, Ltd.

変更内容
変更内容（3020-3-M04-61）
追加・変更内容
記載内容を変更した。詳細は，付録 D を参照のこと。

変更個所
付録 D

変更内容（3020-3-M04-60）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。

1.2，1.2.2，2.2，2.4，
2.4.1，2.4.2，2.5.2，
3.2，4 章，7 章，8.1.2，
付録 D

Solaris についての説明を追加した。

2.5.2，3.1.2，3.11

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

−

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-M04-40）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
システムを構築・運用する方法の推奨を，Smart Composer 機能を使用する方法に変更した。運用管理
ポータルおよびファイル編集による方法は，開発環境またはテスト環境で必要に応じて使用する方法と
した。
XDM/RD E2 に HiRDB Type4 JDBC Driver で接続できるようにした。
データベースとして SQL Server 2005 が使用できるようにした。
セキュリティフィルタおよびセキュリティアナライザについての記述を削除した。
セキュアなシステムを構築または運用するための考え方についての記述を追加した。
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。
JP1/PAM，JP1/Cm2/NNM，および JP1/PFM/SSO と連携する機能を削除した。
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
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

追加・変更内容
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-M04-20）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 対応に伴い，HiRDB Type4 JDBC Driver を使用できるようになった。これに伴い，
HiRDB Type4 JDBC Driver に関する説明を追加した。
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。
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
バのシステム設計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。
• 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
• Cosminexus Component Container - Redirector
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• 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 を使ったシステムを設計する方を対象にしています。
次の内容を理解されていることを前提としています。
• 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
なお，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
また，このマニュアルは，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を理解していることを前提と
していますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

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

Cosminexus のシステム設計の目的と流れ
Cosminexus のシステムの目的と，システム設計作業の流れについて説明しています。

第2章

システム設計の準備
Cosminexus のシステム設計を始める前に決めておく必要があること，および準備しておく必要が
あることについて説明しています。

第3章

システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）
J2EE アプリケーションを実行してオンライン処理をする場合のシステム構成の検討のしかたにつ
いて説明しています。
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第4章

システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）
バッチアプリケーションを実行してバッチ処理をする場合のシステム構成の検討のしかたについ
て説明しています。

第5章

セキュアなシステムの検討
システムの監査を実行してセキュアなシステムを構築・運用するための考え方，正しい構築・運
用手順，および監査の方法について説明しています。なお，この項目は，J2EE アプリケーション
を実行するシステムで検討する項目です。

第6章

パフォーマンスチューニング（J2EE アプリケーション実行基盤）
J2EE アプリケーションを実行するシステムをチューニングして性能向上させるために検討する内
容と，チューニングの方法について説明しています。

第7章

パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
バッチアプリケーションを実行するシステムをチューニングして性能向上させるために検討する
内容と，チューニングの方法について説明しています。

第8章

JavaVM のチューニング
JavaVM をチューニングして性能向上させるために検討する内容と，チューニングの方法につい
て説明しています。

付録 A ベーシックモードの利用（互換機能）
互換用機能であるベーシックモードを利用する場合のシステム設計について説明しています。

付録 B サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
互換用機能であるサーブレットエンジンモードを利用する場合のシステム設計について説明して
います。

付録 C 推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ
推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタについて
説明しています。

付録 D 用語解説
このマニュアルで使用している用語の意味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。
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Cosminexus 機能解説
Cosminexus Component Container の機能を中心に，uCosminexus Application Server の
概要と提供する機能について説明しています。
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
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
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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。
• 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

システム構築・運用ガイド（3020-3-M73）

• JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド（3020-3-K22-20）
• 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 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 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 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 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 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 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 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 8 XDM/RD E2 接続機能（3020-6-365）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 XDM/RD E2 接続機能（3000-6-281）
• VOS3

データマネジメントシステム XDM E2 系 システム定義（XDM/BASE・SD・TM2）

（6190-6-625）
• VOS3

Database Connection Server（6190-6-648）

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
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 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
(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
(UNIX(R)/Windows(R) 用 )
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このマニュアルでの表記
HiRDB UAP 開発ガイド
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正式名称
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）

このマニュアルでの表記
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
（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 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 8 XDM/RD E2 接続
機能

HiRDB XDM/RD E2 接続機能

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 XDM/RD E2 接続
機能
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

高信頼化システム監視機能
HA モニタ

■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

Cosminexus のシステム設計では何を検討する必要があるのかを知りたい。

1章

システム設計を始める前に準備しておくことについて知りたい。

2章

J2EE アプリケーションを実行するシステムの目的に応じた構成を知りたい。

3章

バッチアプリケーションを実行するシステムの目的に応じた構成を知りたい。

4章

セキュアなシステムを構築・運用する方法を知りたい。

5章

J2EE アプリケーションを実行するシステムのパフォーマンスチューニングの方法
について知りたい。

6章

バッチアプリケーションを実行するシステムのパフォーマンスチューニングの方法
について知りたい。

7章

JavaVM のチューニングの方法について知りたい。

8章

互換用の動作モードを使用する場合のシステム設計について知りたい。

付録 A
付録 B

推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラ
メタについて知りたい。

付録 C

Cosminexus のマニュアルで使用している用語について知りたい。

付録 D

■ご利用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
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要があります。
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
表記

製品名

Application
Server

Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Enterprise

Application Server Standard

uCosminexus Application Server Standard

Developer

Developer Professional

uCosminexus Developer Professional

Developer Standard

uCosminexus Developer Standard

HiRDB/Parallel Server

HiRDB/Parallel Server Version 7

HiRDB または
HiRDB サーバ

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

VIII

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

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/IM

製品名

JP1/Extensible Service Probe
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/PFM

JP1/Performance Management

JP1/SC/DPM

JP1/ServerConductor/Deployment Manager
Standard Edition

JSF

JavaServerTM Faces Reference
Implementation (RI) Version: 1.1_01 FCS

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 の
JDBC ドライバ

SQL Server 2000

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000

SQL Server 2005

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2005

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
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表記
UNIX

製品名

AIX

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

HP-UX

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

uCosminexus Web Redirector

Windows Server 2003

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

X

はじめに

表記

製品名

Windows Server 2003 R2

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

Windows Server 2003（x64）

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

Windows Server 2003 R2（x64）

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

Cosminexus の機能名

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

TPBroker

Cosminexus TPBroker

Server Plug-in

Cosminexus Server Plug-in

Smart Composer

Cosminexus Smart Composer

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。
表記
Connector 1.0

Java 関連用語
J2EETM Connector Architecture 1.0
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Java 関連用語

表記
Connector 1.5

J2EETM Connector Architecture 1.5

DI

Dependency Injection

EAR

Enterprise ARchive

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

JavaTM Naming and Directory InterfaceTM

JNI

JavaTM Native Interface

JSF

JavaServerTM Faces Reference Implementation (RI) Version:
1.1_01 FCS

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
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■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。
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

EAR

Enterprise ARchive

XIII

はじめに

英略語

英字での表記

EIS

Enterprise Information System

EL

Expression Language

EUC

Extended UNIX Code

GUI

Graphical User Interface

HA

High Availability

HTML

Hyper Text Markup Language

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Security

IDE

Integrated Development Environment

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

OID

Object Identifier

OMG

Object Management Group

ORB

Object Request Broker

OS

Operating System

OTM

Object Transaction Monitor

OTS

Object Transaction Service

PIM

Platform Independent Model

POA

Portable Object Adapter

PSM

Platform Specific Model

RAC

Real Application Clusters

RDB

Relational Database

RMI

Remote Method Invocation

RPC

Remote Procedure Call

SFO

Session Fail Over

SHA

Secure Hash Algorithm

SOA

Service Oriented Architecture

SPI

Service Provider Interface

SPP

Service Providing Program
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英略語

英字での表記

SSL

Secure Sockets Layer

TCS

Transaction Context Server

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration

UML

Unified Modeling Language

URI

Uniform Resource Identifier

URL

Uniform Resource Locator

UTF

UCS Transformation Format

VM

Virtual Machine

WSDL

Web Service Description Language

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。
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■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。

参考
補足的な情報を説明しています。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について
は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
個所（かしょ） 脆弱（ぜいじゃく） 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。
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1
2

Cosminexus のシステム設計の目的と流れ

1

1.1

Cosminexus のシステム設計の目的

2

1.2

システム設計の流れ

3

1.2.1

オンライン処理を実行するアプリケーション（J2EE アプリケーション）の場合

3

1.2.2

バッチ処理を実行するアプリケーション（バッチアプリケーション）の場合

4

システム設計の準備

5

2.1

システム設計を始める前に決めておくこと

6

2.2

業務の種類を明確にする

7

2.3

システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（オンライン処理を
実行する業務の場合）

8

2.3.1

動作させる J2EE アプリケーションの検討

8

2.3.2

使用するプロセスの検討と必要なソフトウェアの準備

9

2.4

2.5

3

システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（バッチ処理を実行
する業務の場合）
14
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14
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14

運用方法を検討する

17

2.5.1

JP1 と連携したシステムの運用

17

2.5.2

クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用

17

システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

19

3.1

システム構成を検討するときに考慮すること

21

3.1.1

システムの目的と構成

21

3.1.2

システム構成の設計手順

22

3.1.3

システム構成の考え方

28

3.2

システム構成の説明について

32

3.3

アプリケーションの構成を検討する

35

3.3.1

アプリケーションの構成とアクセスポイント

35

3.3.2

リソースの種類とリソースアダプタ

41

3.4

クライアントとサーバの構成を検討する
3.4.1

サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（Web サーバ連携の
場合）

49
49
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3.5

3.6

3.7
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51

3.4.3
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53

3.4.4

CTM を使用する場合に Stateless Session Bean をアクセスポイントに使用する
構成

55

サーバ間での連携を検討する

58

3.5.1

Session Bean と Entity Bean を呼び出すサーバ間連携

58

3.5.2

CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出すサーバ間連携

61

トランザクションの種類を検討する

65

3.6.1

ローカルトランザクションを使用する場合の構成

65

3.6.2
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Cosminexus のシステム設計
の目的と流れ
この章では，Cosminexus のシステム設計の目的と，検討する
必要がある項目について説明します。また，Cosminexus のシ
ステム設計の流れについても説明します。

1.1 Cosminexus のシステム設計の目的
1.2 システム設計の流れ
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1. Cosminexus のシステム設計の目的と流れ

1.1 Cosminexus のシステム設計の目的
Cosminexus は，Java や CORBA などの業界標準に準拠したアプリケーションの実行環
境である，アプリケーションサーバを構築する製品です。アプリケーションサーバは，
業務システムの構築基盤として位置づけられます。
業務システムには，次のような要件が求められます。
● 信頼性と可用性の高いシステムの実現
業務システムを止めることなく安定稼働させるために，信頼性と可用性を確保したシ
ステムであることが必要です。
● セキュリティの確保
システムを管理または運用するユーザがシステムを構築・運用していく過程や，シス
テムが提供するサービスをエンドユーザが利用していく過程で，システムにはセキュ
リティ上のさまざまな脅威が想定されます。脅威からシステムを守るには，システム
を物理的に安全な構成に設計したり，作業者の運用ルールを定めたりするなどの対策
を実施する必要があります。
● 優れた処理性能の実現
Web クライアントなどの多数のクライアントからの処理要求や，EJB クライアントな
どの業務のバックシステムでのミッションクリティカルな処理要求などに，迅速かつ
確実に対応するレスポンスが求められます。
これらの要件を満たすシステムを構築するためには，システム構築を始める前にシステ
ムの目的や特徴を分析して，最適なシステム構成を検討する必要があります。また，シ
ステムの運用を開始する前に，セキュリティを確保するための手順を整備したり，実際
に想定される運用時の状態で動作確認およびチューニングを実施したりする必要があり
ます。
Cosminexus のシステム設計は，これらの作業を通して，アプリケーションサーバ上で
動作する業務システムを，最適な状態で運用できるようにすることを目的とします。こ
のマニュアルでは，Cosminexus のシステムを設計する場合に検討，考慮する必要があ
る項目として，次の項目について説明します。
● システム構成の検討方法
● セキュアなシステムの検討方法
● パフォーマンスチューニングの実施方法
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1. Cosminexus のシステム設計の目的と流れ

1.2 システム設計の流れ
Cosminexus のシステム設計の流れについて説明します。
システム設計で考慮することは，そのシステムで実行するアプリケーションが，オンラ
イン処理を実行するアプリケーション（J2EE アプリケーション）か，バッチ処理を実行
するアプリケーション（バッチアプリケーション）かによって異なります。
それぞれのシステム設計の流れを示します。

1.2.1 オンライン処理を実行するアプリケーション（J2EE
アプリケーション）の場合
システム設計は，次の図に示す流れで実行します。それぞれの項目の詳細については，
「参照先」に示した個所の説明を参照してください。
図 1-1 システムの設計の流れ（J2EE アプリケーションを実行する場合）
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1. Cosminexus のシステム設計の目的と流れ

1.2.2

バッチ処理を実行するアプリケーション（バッチアプ
リケーション）の場合

システム設計は，次の図に示す流れで実行します。それぞれの項目の詳細については，
「参照先」に示した個所の説明を参照してください。
図 1-2 システムの設計の流れ（バッチアプリケーションを実行する場合）
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2

システム設計の準備
この章では，システム設計の準備として，システム設計を始め
る前に決めておくことについて説明します。

2.1 システム設計を始める前に決めておくこと
2.2 業務の種類を明確にする
2.3 システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（オンライン
処理を実行する業務の場合）
2.4 システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める（バッチ処理
を実行する業務の場合）
2.5 運用方法を検討する
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2. システム設計の準備

2.1 システム設計を始める前に決めておくこと
この節では，Cosminexus のシステム設計を始める前に決めておくことについて説明し
ます。
システム設計作業を始める前に，まず，次のことを明確にしてください。これらの検討
結果を踏まえて，3 章以降で説明するシステム構成の検討やパフォーマンスチューニング
を実施します。
● 業務の種類を明確にする
システムで実現する業務の種類を明確にします。業務の種類によって，使用するアプ
リケーションの種類，構成，および必要なソフトウェアが決まります。
● システムの目的に応じたアプリケーションの構成を決める
システムの目的に従って，使用する機能を検討した上で，動作させるアプリケーショ
ンの構成を明確にします。また，必要なソフトウェアを準備します。
● 運用方法を検討する
Cosminexus のシステムでは，Management Server という運用管理プロセスを使用し
て，複数のサーバプロセスを一括して運用します。
運用方法の検討では，Cosminexus のシステムのほかに，Cosminexus 以外のプログ
ラムを含めたシステム全体を，どのように運用するかを検討します。
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2.2 業務の種類を明確にする
システムでどのような業務を実現するのか，業務の種類を明確にします。
Cosminexus のシステムでは，次の 2 種類の業務を実行できます。
● オンライン業務
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形式の
業務です。
● バッチ業務
定型的または定期的な作業をまとめて処理する形式の業務です。
業務の種類によって，実行するアプリケーションの形式や，アプリケーションを実行す
るサーバプロセスなどが異なります。業務の種類，アプリケーションの形式，およびア
プリケーションを実行するサーバプロセスの対応を次の表に示します。
表 2-1 業務の種類，アプリケーションの形式，およびアプリケーションを実行するサー
バプロセスの対応
業務の種類

アプリケーションの形式

アプリケーションを実行するサーバプロセス

オンライン業務

J2EE アプリケーション

J2EE サーバ

バッチ業務

バッチアプリケーション

バッチサーバ

ポイント
以降で実施するシステム設計の内容は，業務の種類によって異なります。業務の種類に応じ
て，必要なシステム設計を実施してください。業務の種類ごとに実行するシステム設計の内
容と，このマニュアルでの参照先を次の表に示します。

表 2-2 業務の種類ごとに実行するシステム設計の内容とこのマニュアルでの参照先
システム設計の内容

システム設計
の準備

アプリケーションの構成
の決定

業務の種類
オンライン業務

バッチ業務

2.3

2.4
2.5

運用方法の検討
システム構成の検討

3章

4章

セキュアなシステムの検討

5章

−

パフォーマンスチューニング

6章

7章

JavaVM のチューニング

8章

（凡例） −：該当しません。
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2.3 システムの目的に応じたアプリケーション
の構成を決める（オンライン処理を実行す
る業務の場合）
この節では，システムの目的に応じたアプリケーションの構成の検討について説明しま
す。この節で説明するのは，J2EE アプリケーションの場合の構成です。また，必要とな
るソフトウェアについても説明します。
Application Server で実現できるアプリケーションの機能の詳細については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

2.3.1

動作させる J2EE アプリケーションの検討

システムで動作させる J2EE アプリケーションについて検討します。
システムの目的に応じたアプリケーションの構成を明確にすることで，システム構成の
基本的な部分が決まります。例えば，クライアントに Web ブラウザを使用する場合に
は，アプリケーションはサーブレットや JSP で構成される Web アプリケーションにし
て，Web ブラウザからのリクエストを受け付けるようにします。また，必要に応じて，
サーブレットや JSP から Enterprise Bean を呼び出すようなアプリケーションも考えら
れます。この場合は，システムは Web クライアントシステムにして，Web サーバの配置
や，そこからアプリケーションサーバを呼び出す場合の連携方法を検討する必要があり
ます。
また，業務システムの基幹部分を構成するシステムを構築する場合は，クライアントに
EJB クライアントアプリケーションを使用する構成が考えられます。呼び出し先の
Enterprise Bean の種類によっては，CTM を利用することも検討できます。
アプリケーションに含まれるコンポーネントの種類とシステム構成との関係については，
「3.3 アプリケーションの構成を検討する」で詳しく説明します。そのほか，J2EE アプ
リケーションを実行する場合のシステム構成の検討方法については，「3.

システム構成

の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）
」を参照してください。
システムの目的に応じて使用できる機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus
機能解説」を参照してください。また，アプリケーション開発の手順については，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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参考
サーバの動作モードについて
サーバの動作モードは，J2EE サーバモード（1.4 モード）で動作させることをお勧めしま
す。アプリケーションの種類によっては，サーブレットエンジンモードやベーシックモード
で動作させることもできますが，これらは互換用のモードです。

2.3.2 使用するプロセスの検討と必要なソフトウェアの準備
Cosminexus のシステムでは，使用するプロセスの種類とその配置によってシステム構
成が決まります。
Cosminexus のシステムは Web フロントシステムとバックシステムで構成されます。
Web フロントシステムは，クライアントとして Web ブラウザを使用するシステムです。
バックシステムは，クライアントとして EJB クライアントを使用するシステムです。シ
ステムの分類については，
「3.1.1 システムの目的と構成」で詳しく説明します。
ここでは，まず，システムの分類に応じて必要なプロセスとソフトウェアについて説明
します。次に，使用する機能に応じて必要なプロセス，モジュールおよびソフトウェア
について説明します。なお，これらのプロセス，モジュール，ソフトウェアをどのよう
にシステムに配置するかについては，
「3.

システム構成の検討（J2EE アプリケーショ

ン実行基盤）」で説明します。

（1） システムの分類に応じて必要なプロセス
システムの分類に応じて必要なプロセスを次に示します。これらは，使用する機能に関
係なく共通して必要なプロセスです。Application Server によって提供されます。
Web フロントシステムの場合に必要なプロセス
Web フロントシステムの場合に必要なプロセスは次のとおりです。
• Web サーバ※
• J2EE サーバ
• PRF デーモン
なお，Application Server に含まれる Web サーバは，Hitachi Web Server です。ク
ライアントには，Web ブラウザを使用します。
注※
インプロセス HTTP サーバを利用する場合は，Web サーバのプロセスは不要で
す。
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ポイント
Web サーバ選択の指針
Web クライアントシステムでは，Web クライアントからのリクエストを，次のどちらかの
Web サーバを利用して処理できます。
• リダイレクタと連携した Web サーバ（Web サーバ連携）
Application Server または Web Redirector が提供するリダイレクタモジュールを組み込
んだ Web サーバと連携してリクエストを処理します。Web サーバが受信したリクエスト
は，リダイレクタモジュールを経由して，J2EE サーバに送信されます。
Hitachi Web Server または Microsoft IIS が利用できます。
• インプロセス HTTP サーバ
Web コンテナ機能の一部として提供される，J2EE サーバのプロセス内で機能する HTTP
サーバでリクエストを処理します。Web クライアントからのリクエストを J2EE サーバ
で直接受信できます。
なお，Cosminexus では，リダイレクタと連携した Web サーバを利用することを推奨して
います。また，デフォルトの設定で使用する場合は，リダイレクタと連携した Web サーバ
が利用されます。特に性能を重視したシステムを構築したい場合に，インプロセス HTTP
サーバの利用を検討してください。
それぞれの Web サーバの特徴を次の表に示します。Web サーバを選択する場合の指針にし
てください。

表 2-3 Web サーバ選択の指針
比較項目
Web サーバとして利用
できる機能

構築，運用の容易性

HTML，JPEG などの
静的コンテンツに対す
るアクセス性能
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リダイレクタと連携した Web サーバ

インプロセス HTTP サーバ

○

△

Hitachi Web Server（Apache の機能
をベースにした Web サーバ）または
Microsoft IIS が提供する多様な機能
を利用できます。

サーブレット，JSP または HTML
から構成される Web アプリケー
ションへのアクセスを目的にした最
小限の機能だけが提供されていま
す。※ 1

○

○

構築時には，Web サーバの環境設定
が必要です。運用時には，Web サー
バの起動，停止が必要です。ただし，
Smart Composer 機能のコマンドで構
築・運用できるため，煩雑な操作は不
要です。

構築時の Web サーバの環境設定，
および運用時の Web サーバの起動，
停止の操作が不要です。

○

○

静的コンテンツを Web サーバ上に配
置することによって，最適な性能を確
保できます。
なお，Web コンテナ上に配置する場
合は，リダイレクタ経由のアクセスに
なるため，アクセス処理に時間が掛か
ります。

リダイレクタを経由しないでアクセ
スできるため，最適な性能を確保で
きます。

2. システム設計の準備

比較項目

リダイレクタと連携した Web サーバ

インプロセス HTTP サーバ

サーブレット，JSP な
どの動的コンテンツに
対するアクセス性能

△

○

リダイレクタを経由するためのアクセ
ス処理に時間が掛かります。

リダイレクタを経由しないでアクセ
スできるため，最適な性能を確保で
きます。

注意事項

インターネットに接続する場合には，
セキュリティ上の観点から，DMZ を
確保する構成にして，リバースプロキ
シをフロントに配置することを推奨し
ます。
また，リバースプロキシを配置しない
場合は，リダイレクタを組み込んだ
Web サーバを DMZ に配置すること
で，同様の効果を得ることもできま

インターネットに接続する場合に
は，セキュリティ上の観点から
DMZ を確保する構成にして，必ず
リバースプロキシをフロントに配置
してください。※ 2

す。※ 2
（凡例）○：優れている。
注※ 1

△：優れていない。

インプロセス HTTP サーバで利用できる機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」を参照してください。
注※ 2

DMZ への Web サーバの配置については，「3.13

DMZ へのリバースプロキシの配置を検

討する」を参照してください。

バックシステムの場合に必要なプロセス
バックシステムの場合に必要なプロセスは次のとおりです。
• J2EE サーバ
• PRF デーモン
バックシステムのクライアントには，EJB クライアントを使用します。EJB クライ
アントとは，Enterprise Bean を呼び出す，Servlet，JSP，ほかの Enterprise
Bean，EJB クライアントアプリケーション，またはほかの業務システムのことで
す。
EJB クライアントとして EJB クライアントアプリケーションを使用するとき，
Windows の場合はクライアントマシンを uCosminexus Client を使用して構築する
こともできます。Application Server または uCosminexus Client のどちらのソフト
ウェアを使用した場合も，必要に応じて PRF デーモンを起動できます。

参考
CTM を使用したシステムの場合，クライアントとして TPBroker や TPBroker Object
Transaction Monitor のクライアントなど，EJB クライアント以外のクライアントも使用で
きます。

（2） 使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュール
使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュールについて説明します。
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Application Server によって提供されるものと，Application Server 以外のソフトウェア
によって提供されるものがあります。
使用する機能ごとに必要なプロセスのうち，Application Server によって提供されるも
のを次の表に示します。これらのプロセスは，Application Server をインストールした
マシンで起動できます。
表 2-4 機能ごとに必要なプロセスまたはモジュール（Application Server によって提供
されるもの）
機能

必要なプロセス

サーバ間連携で CTM を利用する／ CTM を利用して負荷を
分散する

CTM デーモン
CTM レギュレータ
CTM ドメインマネジャ
グローバル CORBA ネーミングサービス
スマートエージェント
Management Server

Management Server を利用して運用管理する

運用管理エージェント
セッションフェイルオーバ機能を使用して可用性を向上さ
せる

SFO サーバ

CORBA ネーミングサービスをアウトプロセスで起動する

CORBA ネーミングサービス

使用する機能ごとに必要なプロセスおよびモジュールのうち，Application Server 以外
の製品が提供するプロセスおよびモジュールを，表 2-5 および表 2-6 に示します。
表 2-5 機能ごとに必要なモジュール（Application Server 以外によって提供されるもの）
と提供するソフトウェア
機能
データベース
（HiRDB）と接
続する
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モジュール

提供するソフトウェア

備考

HiRDB Run Time

• HiRDB Run Time

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

HiRDB Type4 JDBC
Driver

• HiRDB/Parallel Server
Version 8
• HiRDB/Single Server Version
8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit
Version 8

JDBC ドライバとし
て HiRDB Type4
JDBC Driver を使用
する場合に必要になり
ます。
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機能

モジュール

提供するソフトウェア

備考

Oracle Client

• Oracle Client

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

Oracle JDBC Thin
Driver

• Oracle JDBC Thin Driver

JDBC ドライバとし
て Oracle JDBC Thin
Driver を使用する場
合に必要になります。

SQL Server 2000
Driver for JDBC

• SQL Server 2000 Driver for
JDBC

SQL Server 2000 に接
続する場合に必要にな
ります。

SQL Server 2005
JDBC Driver

• SQL Server 2005 JDBC
Driver

SQL Server 2005 に接
続する場合に必要にな
ります。

HiRDB Run Time

• HiRDB Run Time

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

HiRDB Type4 JDBC
Driver

• HiRDB/Parallel Server
Version 8
• HiRDB/Single Server Version
8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit
Version 8

JDBC ドライバとし
て HiRDB Type4
JDBC Driver を使用
する場合に必要になり
ます。

Message Queue
サーバと接続す
る

TP1/Message Queue Access

• TP1/Message Queue - Access

−

OpenTP1 の
SPP と接続する

uCosminexus TP1
Connector

• uCosminexus TP1 Connector

−

TP1/Client/J

• TP1/Client/J

−

データベース
（Oracle）と接続
する

データベース
（SQL Server）
と接続する

データベース
（XDM/RD E2）
と接続する

（凡例）−：該当しません。
注

モジュールは，J2EE サーバのプロセスに含まれて動作します。

表 2-6 機能ごとに必要なプロセス（Application Server 以外によって提供されるもの）
と提供するソフトウェア
機能
クラスタソフトウェアを使用して
障害時に系を切り替える

必要なプロセス

提供するソフトウェア

Microsoft Cluster Service

Microsoft Cluster Service

HA モニタ

HA モニタ
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2.4 システムの目的に応じたアプリケーション
の構成を決める（バッチ処理を実行する業
務の場合）
この節では，システムの目的に応じたアプリケーションの構成の検討について説明しま
す。この節で説明するのは，バッチアプリケーションの場合の構成です。また，必要と
なるソフトウェアについても説明します。
Application Server で実現できるアプリケーションの機能の詳細については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

ポイント
バッチ処理を実行するシステムには，Application Server Enterprise が必要です。

2.4.1

動作させるバッチアプリケーションの検討

システムで動作させるバッチアプリケーションについて検討します。バッチアプリケー
ションとは，バッチ処理として実行する，定型的・定期的な処理を実装した Java アプリ
ケーションのことです。
システム構成の基本的な部分は，バッチアプリケーションで実装した処理内容によって
決まります。例えば，データベース上のデータを参照・更新するような処理を実装した
場合は，トランザクションの管理方法や，リソースとの接続方法を検討する必要があり
ます。また，ほかの J2EE サーバ上の業務処理プログラム（Enterprise Bean）を呼び出
す処理を実装した場合は，サーバ間の連携方法について，検討する必要があります。
バッチアプリケーションを実行する場合のシステム構成の検討方法については，「4.

シ

ステム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」を参照してください。
システムの目的に応じて使用できる機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus
機能解説」を参照してください。

2.4.2

使用するプロセスの検討と必要なソフトウェアの準備

Cosminexus のシステムでは，使用するプロセスの種類とその配置によってシステム構
成が決まります。
ここでは，まず，必要なプロセスとソフトウェアについて説明します。次に，使用する
機能に応じて必要なプロセス，モジュールおよびソフトウェアについて説明します。な
お，これらのプロセス，モジュール，ソフトウェアをどのようにシステムに配置するか
については，「4.
す。
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システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」で説明しま
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（1） 必要なプロセス
必要なプロセスを次に示します。これらは，使用する機能に関係なく共通して必要なプ
ロセスです。Application Server Enterprise によって提供されます。
• バッチサーバ
• PRF デーモン

（2） 使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュール
使用する機能に応じて必要なプロセスおよびモジュールについて説明します。
Application Server Enterprise によって提供されるものと，Application Server
Enterprise 以外のソフトウェアによって提供されるものがあります。
使用する機能ごとに必要なプロセスのうち，Application Server Enterprise によって提
供されるものを次の表に示します。これらのプロセスは，Application Server Enterprise
をインストールしたマシンで起動できます。
表 2-7 機能ごとに必要なプロセスまたはモジュール（Application Server Enterprise に
よって提供されるもの）
機能

必要なプロセス
Management Server

Management Server を利用して運用管理する

運用管理エージェント

使用する機能ごとに必要なプロセスおよびモジュールのうち，Application Server
Enterprise 以外の製品が提供するプロセスおよびモジュールを，表 2-8 および表 2-9 に
示します。
表 2-8 機能ごとに必要なモジュール（Application Server Enterprise 以外によって提供さ
れるもの）と提供するソフトウェア
機能
データベース
（HiRDB）と接
続する

モジュール

提供するソフトウェア

備考

HiRDB Run Time

• HiRDB Run Time

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

HiRDB Type4 JDBC
Driver

• HiRDB/Parallel Server
Version 8
• HiRDB/Single Server Version
8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit
Version 8

JDBC ドライバとし
て HiRDB Type4
JDBC Driver を使用
する場合に必要になり
ます。
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機能

モジュール

データベース
（Oracle）と接続
する

データベース
（SQL Server）
と接続する

データベース
（XDM/RD E2）
と接続する

注

提供するソフトウェア

備考

Oracle Client

• Oracle Client

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

Oracle JDBC Thin
Driver

• Oracle JDBC Thin Driver

JDBC ドライバとし
て Oracle JDBC Thin
Driver を使用する場
合に必要になります。

SQL Server 2000
Driver for JDBC

• SQL Server 2000 Driver for
JDBC

SQL Server 2000 に接
続する場合に必要にな
ります。

SQL Server 2005
JDBC Driver

• SQL Server 2005 JDBC
Driver

SQL Server 2005 に接
続する場合に必要にな
ります。

HiRDB Run Time

• HiRDB Run Time

JDBC ドライバとし
て Cosminexus
DABroker Library を
使用する場合に必要に
なります。

HiRDB Type4 JDBC
Driver

• HiRDB/Parallel Server
Version 8
• HiRDB/Single Server Version
8
• HiRDB/Run Time Version 8
• HiRDB/Developer's Kit
Version 8

JDBC ドライバとし
て HiRDB Type4
JDBC Driver を使用
する場合に必要になり
ます。

モジュールは，バッチサーバのプロセスに含まれて動作します。

表 2-9 機能ごとに必要なプロセス（Application Server Enterprise 以外によって提供され
るもの）と提供するソフトウェア
機能
クラスタソフトウェアを使用して
障害時に系を切り替える
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必要なプロセス

提供するソフトウェア

Microsoft Cluster Service

Microsoft Cluster Service

HA モニタ

HA モニタ

2. システム設計の準備

2.5 運用方法を検討する
この節では，Cosminexus のシステムの運用方法を検討するときに考慮することについ
て説明します。
Cosminexus のシステムの運用では，Management Server というプロセスを利用できま
す。Management Server を利用すると，Cosminexus のシステムを構成する複数のプロ
セスを論理サーバとして扱い，一括して運用できるようになります。
なお，業務システムは一般的に，Cosminexus だけではなくほかのプログラムで構築さ
れるシステムと組み合わせて構築されています。運用方法の検討では，Cosminexus の
システムのほかに，これらのプログラムも合わせてシステム全体をどのように運用する
かを検討する必要があります。

2.5.1

JP1 と連携したシステムの運用

Management Server を利用して運用している場合，日立の統合システム運用管理用ミド
ルウェア JP1 のプログラムと連携して，次のようなシステムの運用を実現できます。
● JP1/IM と連携したシステム全体の集中監視
● JP1/IM - CM と連携したシステムの構成定義および構成管理（Smart Composer 機能
を使用する場合）
● JP1/AJS2 と連携したシステム全体の自動運転
● JP1/AJS2 - SO と連携したシナリオを使用したシステム全体の自動運転（Smart
Composer 機能を使用する場合）
それぞれのプログラムとの連携によって実現できる機能の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
なお，Management Server を利用しないで運用している場合でも，JP1/AJS2 を利用し
たシステムの自動運転は実現できます。ただし，その場合，JP1/AJS2 のジョブとして，
サーバ管理コマンドなどを一から定義する必要があります。

2.5.2 クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用
クラスタソフトウェアと連携すると，障害発生時などに自動的に系切り替えができます。
また，J2EE サーバをクラスタ構成にしている場合，N 個の J2EE サーバに対して 1 個
のリカバリ専用サーバを配置することで，障害発生時にトランザクションを解決してリ
ソースを解放できます。ただし，この機能は，バッチサーバには該当しません。
Cosminexus のシステムでは，OS ごとに，次のクラスタソフトウェアを使用できます。
● Windows の場合
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Microsoft Cluster Service
● AIX，HP-UX または Linux の場合
HA モニタ
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するためには，システムを Management Server を利用し
て運用している必要があります。
クラスタソフトウェアと連携したシステムの運用をする場合のシステム構成については，
「3.11

クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを検討する」を参照してく

ださい。
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3

システム構成の検討（J2EE
アプリケーション実行基盤）
この章では，J2EE アプリケーション実行基盤を構築する場合
のシステム構成について説明します。システムを設計する流れ
に沿って，それぞれの設計項目でのシステム構成の標準的なパ
ターンを示します。また，それぞれのポイントで意識する必要
があるコンポーネント，プロセスおよび処理の流れについて説
明します。
バッチアプリケーション実行基盤のシステム構成を検討する場
合は，「4. システム構成の検討（バッチアプリケーション実
行基盤）」を参照してください。

3.1 システム構成を検討するときに考慮すること
3.2 システム構成の説明について
3.3 アプリケーションの構成を検討する
3.4 クライアントとサーバの構成を検討する
3.5 サーバ間での連携を検討する
3.6 トランザクションの種類を検討する
3.7 ロードバランスクラスタによる負荷分散方式を検討する
3.8 サーバ間で非同期通信をする場合の構成を検討する
3.9 運用管理プロセスの配置を検討する
3.10 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
3.11 クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを検討する
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3.12

ファイアウォールを使用する構成を検討する

3.13

DMZ へのリバースプロキシの配置を検討する

3.14

性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する

3.15

Cosminexus 以外の製品との連携を検討する

3.16

任意のプロセスを運用管理の対象にする

3.17

そのほかの構成を検討する

3.18

Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポート番号

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

3.1 システム構成を検討するときに考慮するこ
と
この節では，Cosminexus を使用するシステムの構成を検討するときに考慮する必要が
あることについて説明します。
システム構成を検討する場合，J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて，その機
能を実現するために必要なプロセスを意識し，それぞれを各マシンに適切に配置するこ
とが必要です。このとき，アプリケーションサーバの要件である，信頼性，可用性など
も十分に考慮する必要があります。

3.1.1 システムの目的と構成
Cosminexus で構築するシステムは，目的とする業務および実行する J2EE アプリケー
ションの要件と特徴に応じて，次の 2 種類のシステムに分類できます。
● Web フロントシステム
● バックシステム
Web フロントシステムは，Web ベースのシステムの場合に，フロントエンドである Web
ブラウザから送信されるリクエストを受け付けて，そのリクエストを処理するシステム
です。このシステムでは，アプリケーションサーバ上の J2EE サーバで，サーブレット，
JSP および Enterprise Bean が動作します。
Web フロントシステムの背後で動作する，複数の業務システムに共通な業務サービスを
実行するためのシステムが，バックシステムです。バックシステムにリクエストを送信
するのは，次のようなコンポーネント，アプリケーションまたはシステムです。
• Web フロントシステム上で動作しているサーブレット，JSP または Enterprise Bean
• EJB クライアントマシンで動作している EJB クライアントアプリケーション
• ほかの業務システム
Cosminexus のシステムは，目的や規模に応じて，Web フロントシステムとバックシス
テムを一つまたは複数組み合わせて構成されます。
Web フロントシステムとバックシステムの構成例を次の図に示します。

21

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

図 3-1 Web フロントシステムとバックシステムの構成例

Cosminexus のシステム構成を検討する場合，まず，システムの基本構成として，シス
テム全体をどのようなシステムの組み合わせで構成するかを検討します。次に，構成要
素であるそれぞれのシステムの目的と，クライアントからアクセスされるポイントを明
確にします。それから，信頼性，性能，拡張性などアプリケーションサーバに共通して
求められる要件や，EIS との接続や負荷分散の実現などそのシステム独自の要件を満た
すためにはどのようにソフトウェアやプロセスを配置するのがよいのかを検討し，最適
なシステム構成を設計していきます。

3.1.2

システム構成の設計手順

システム構成は，次の流れで設計します。
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図 3-2 システム構成を設計する流れ（J2EE アプリケーション実行基盤の場合）

（1） アプリケーションの構成を検討する
各システム上で動作するアプリケーションで使用するコンポーネントの構成を明確にし
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て，アプリケーションのどのコンポーネントをアクセスポイントにするかを決定します。
アクセスポイントとは，クライアントからリモートでアクセスされる場合に，アプリ
ケーションのリクエスト受信窓口として動作するコンポーネントです。アクセスポイン
トになるコンポーネントの種類によって，実現できるシステム構成が決まります。
また，アプリケーションがデータベースなどのリソースに接続するかどうかを決めます。
接続するリソースに対応して，使用するリソースアダプタが決まります。
なお，ここで検討したアクセスポイントになるコンポーネントの種類によって，それ以
降のシステム構成の設計で検討が必要な項目が異なります。アクセスポイントになるコ
ンポーネントの種類ごとに検討が必要な項目を，次の表に示します。
表 3-1 アクセスポイントになるコンポーネントの種類ごとに検討が必要な項目
設計項目

アクセスポイントになるコンポーネントの種類
Web フロ
ントシス
テム

参照先

バックシステム

サーブ
レット
／ JSP

Session
Bean
／ Entity
Bean

CTM を使
用する場
合の
Stateless
Session
Bean

Messagedriven
Bean

クライアントとサーバの構成

◎

◎

◎

−

3.4

サーバ間での連携方法

−

△

△

−

3.5

トランザクションの種類

◎

◎

◎

◎

3.6

ロードバランスクラスタによる負荷
分散方式

△

△

△

−

3.7

サーバ間での非同期通信

−

−

−

◎

3.8

運用管理プロセスの配置

◎

◎

◎

◎

3.9

SFO サーバを使用してセッション情
報を引き継ぐための構成

△

△

−

−

3.10

クラスタソフトウェアを使用した系
切り替えを実現するための構成

△

△

△

△

3.11

ファイアウォールの配置

△

△

△

△

3.12

DMZ へのリバースプロキシの配置

△※

−

−

−

3.13

性能解析トレースファイルを出力す
るプロセスの配置

◎

◎

◎

◎

3.14

Cosminexus 以外の製品との連携

△

△

△

△

3.15

任意のプロセスの運用管理

△

△

△

△

3.16

（凡例）
◎：必ず検討する項目。
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△：必要に応じて検討する項目。
−：検討する必要がない項目。
注※

インターネットに接続するシステムで Web サーバとしてインプロセス HTTP サーバを使用す

る場合は必ず検討してください。

（2） クライアントとサーバの構成を検討する
アクセスポイントになるコンポーネントに応じて，クライアントとサーバの対応を明確
にします。システムに配置したアプリケーションサーバは，その役割に応じて，クライ
アントとして機能したり，サーバとして機能したりします。
クライアントとサーバの構成の考え方を次の図に示します。
図 3-3 クライアントとサーバの構成の考え方

この構成の場合，AP サーバ 1 は Web クライアントに対するサーバに当たり，アクセス
ポイントはサーブレット／ JSP になります。また，AP サーバ 1 は AP サーバ 2 に対し
てのクライアントになります。AP サーバ 2 は AP サーバ 1 に対するサーバに当たり，ア
クセスポイントは Enterprise Bean になります。

（3） サーバ間での連携方法を検討する
サーバが複数ある場合に，サーバ間で連携するかどうか，連携する場合はどのように連
携するかを検討します。サーバ間連携とは，クライアントから見て垂直に並んだ複数の
サーバから，ほかのサーバ上にあるアクセスポイントのコンポーネントを呼び出して処
理を実行する連携方法です。
サーバ間連携の考え方を次の図に示します。
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図 3-4 サーバ間連携の考え方

この構成の場合，AP サーバ 1 と AP サーバ 2 は，AP サーバ 3 のクライアントになり，
それぞれのサーブレット，JSP または Message-driven Bean から，AP サーバ 3 の
Session Bean を呼び出します。
サーバ間連携と同時に，必要に応じて，アプリケーションを分割するなど，アプリケー
ションの形態も見直します。また，複数のシステム間で連携する場合も，それぞれのシ
ステムに含まれるサーバ間の連携方法を検討する必要があります。

（4） トランザクションの種類を検討する
データベースなどのリソースを使用するシステムの場合に，トランザクション管理の対
象になるリソースの数に応じて，使用するトランザクションの種類を検討します。

（5） ロードバランスクラスタによる負荷分散方式を検討する
システムの可用性を高めるために，ロードバランスクラスタ構成によって負荷を分散す
るかどうか検討します。負荷を分散する場合は，アクセスポイントになるコンポーネン
トの種類に応じてどの方式で実現するかを検討します。

（6） サーバ間の非同期通信をするための構成を検討する
Message-driven Bean を使用してアプリケーションサーバ間での非同期通信をする場合
に，利用する製品に応じたシステムの構成を検討します。なお，Message-driven Bean
による負荷分散についても，あわせて検討します。

（7） 運用管理プロセスの配置を検討する
運用管理プロセス（Management Server）を利用する場合に，管理対象にする範囲に
よって，Management Server をどのサーバマシンに配置するかを検討します。
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（8） 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
Web フロントシステムで動作する J2EE アプリケーションまたは J2EE サーバに障害が
発生した場合に，セッション情報をほかの J2EE サーバに引き継ぐための構成について
検討します。

（9） クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えまたはリソー
ス解放を実現するための構成を検討する
一つのアプリケーションサーバに障害が発生した場合およびシステムを保守する場合を
考慮して，クラスタソフトウェアによって系切り替えを実行して，システムの運用を続
行させるための構成を検討します。このとき，実行系と待機系がそれぞれ相互に切り替
え対象になる構成（相互スタンバイ構成）も検討できます。また，トランザクション
サービスを使用している場合は，障害発生時にリソースを解放するためのリカバリサー
バを利用するための構成も検討します。
なお，この構成は，Solaris の場合には使用できません。

（10）ファイアウォールの配置を検討する
アプリケーションサーバおよびリソースのセキュリティを確保するための，ファイア
ウォールの配置について検討します。ファイアウォールは，アクセスポイントになるコ
ンポーネントの前に配置して，アクセスポイントに対する不正なアクセスを防止します。
ファイアウォールを配置するポイントは，アクセスポイントによって決まります。なお，
「3.12 ファイアウォールを使用する構成を検討する」では，基本的なファイアウォール
の配置についてだけを示します。侵入検知システムも含めたセキュリティ構成の詳細に
ついては，「5.10.2 ファイアウォールと侵入検知システムを配置する」を参照してくだ
さい。

（11）DMZ へのリバースプロキシの配置を検討する
インターネットと接続するシステムの場合などには，アプリケーションサーバおよびリ
ソースのセキュリティを確保するために，DMZ へのリバースプロキシの配置を検討しま
す。

（12）性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する
性能解析に使用するプロセスである PRF デーモン（パフォーマンストレーサ）の配置に
ついて検討します。

（13）Cosminexus 以外の製品との連携を検討する
システムの集中監視，構成管理，自動運転などをしたい場合には，必要に応じて JP1 な
どの Cosminexus 以外の製品との連携を検討します。
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（14）任意のプロセスを運用管理の対象にする
ユーザが定義する任意のプロセスをユーザサーバとして Management Server による運
用管理の対象にしたい場合には，ユーザサーバの配置について検討します。

（15）そのほかの構成を検討する
(14) までで検討した以外の構成について検討します。また，必要に応じて，07-00 より前
の Application Server で構築しているシステムとの互換性を持つシステム構成も検討し
ます。

3.1.3

システム構成の考え方

ここでは，システム構成を検討するときの基本的な考え方について説明します。
Application Server で構築する実行環境は，複数のプロセスで構成されます。また，各
プロセスには，提供する機能ごとに，複数のレイヤがあります。このレイヤを，機能レ
イヤといいます。
実行環境では，各機能レイヤをそれぞれ異なるサーバに配置できます。配置は，システ
ムの規模や目的に応じて検討する必要があります。
機能レイヤの配置例を次の図に示します。
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図 3-5 機能レイヤの配置例

ここでは，次の機能レイヤを実行環境に配置する場合の構成の考え方について説明しま
す。
• Web サーバ
• Web コンテナ
• CTM
• EJB コンテナ
• JCA
• EIS
• ネーミングサービス
• 運用管理サーバ

（1） Web サーバと Web コンテナ（J2EE サーバ）の配置
Web サーバは，Web コンテナに対する HTTP リクエストのディスパッチ処理のほか，業
務処理に含まれる静的コンテンツの処理を実行します。Web コンテナは，J2EE サーバ
の一部として動作して，サーブレットおよび JSP を実行するための基盤になる機能で
す。Web サーバと Web コンテナは同じホストまたは異なるホストに配置できます。な
お，インプロセス HTTP サーバを使用する場合は，Web サーバは不要です。
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Web サーバと Web コンテナを動作させる J2EE サーバの関係は，1 対 1 で配置すること
をお勧めします。なお，負荷分散をする場合は，Web サーバのフロントに負荷分散機を
配置することをお勧めします。
これを踏まえた上で，次の説明を参照して，システム構成を決定してください。
•「3.4.1 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（Web サーバ連携の
場合）
」
•「3.4.2 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（インプロセス
HTTP サーバを使用する場合）
」
•「3.17.1 Web サーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置する構成」

（2） CTM と EJB コンテナ（J2EE サーバ）の配置
CTM は，OLTP 技術に対応して，クライアントからのリクエストのスケジューリングを
する機能です。EJB コンテナは，J2EE サーバの一部として動作して，Enterprise Bean
の実行および通信，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
ための基盤になる機能です。
CTM では，EJB コンテナに対して送信された IIOP リクエストのスケジュール処理と負
荷分散処理を実行します。CTM は IIOP リクエストを処理するために特化された機能レ
イヤなので，EJB コンテナと別のホストに配置する必要はありません。IIOP リクエスト
の負荷分散は，CTM 間のデータ転送で実現されます。ただし，CTM による負荷分散の
対象になるのは，Stateless Session Bean だけです。
CTM と EJB コンテナの関係は，1 対多にして，それぞれロードバランスクラスタ構成
にすることをお勧めします。これによって，スループットが向上します。また，拡張性
と性能が高いシステムを構築できます。また，クラスタ構成にすれば障害発生時の部分
縮退や部分回復ができるようになるので，信頼性と可用性も向上します。
これを踏まえた上で，次の説明を参照して，システム構成を決定してください。
•「3.4.4 CTM を使用する場合に Stateless Session Bean をアクセスポイントに使用す
る構成」
•「3.7.4 CTM を利用した負荷分散（Stateless Session Bean の場合）」

（3） JCA と EIS の配置
JCA は，既存システムやデータベースなどの EIS と接続するためのサポート機能を提供
します。
EIS に対して，JCA ではコネクションプーリング処理をします。EIS を一つのサーバで
構築している場合，JCA と EIS の関係は，多対 1 になります。EIS を複数のサーバで構
築している場合は，JCA と EIS の関係は多対多になります。JCA では，EIS との接続で
障害が発生した場合に，自動回復する機能を持っているので，信頼性と可用性が確保さ
れています。
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（4） ネーミングサービスの配置
ネーミングサービスは，名前からオブジェクトを利用できるようにするネーミング管理
機能を提供します。ネーミングサービスは，Cosminexus TPBroker によって提供される
サービスです。J2EE サーバのインプロセスで起動することをお勧めします。
インプロセスで起動することによって，アプリケーションサーバ内のプロセス数が削減
できます。また，個別プロセスとしての起動処理や停止処理が不要になり，運用性が向
上します。

（5） 運用管理プロセスの配置
Management Server は，Application Server 全体を運用管理するための機能を集約した
サーバです。システムの運用管理，監視の対象範囲となるドメイン内に一つ配置します。
ここでは，J2EE サーバなどのほかのプロセスとは別のホストに配置した構成を使用して
説明していますが，同じホストに配置した構成にすることもできます。
運用管理，監視の対象になるプロセスを配置したホストには，それぞれ運用管理エー
ジェントを起動します。運用管理エージェントは，運用管理サーバからの指示を受けて，
各ホストで操作を実行します。
運用管理者は，Smart Composer 機能または Management Server のコマンドを使用し
て，運用管理を実行します。これらのコマンドは，Management Server を配置したホス
トで実行します。

参考
開発環境やテスト環境で運用管理を実行する場合には，必要に応じて次の機能も使用できま
す。
• Server Plug-in（Eclipse のプラグイン）
Eclipse から Management Server を配置したホストにアクセスして実行します。
• 運用管理ポータル
Web ブラウザから Management Server を配置したホストにアクセスして実行します。
なお，Server Plug-in または運用管理ポータルを使用する場合は，必要に応じて管理クライ
アントマシンを用意してください。

運用管理プロセスを配置した構成については，
「3.9 運用管理プロセスの配置を検討す
る」を参照してください。
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3.2 システム構成の説明について
3 章では，システム構成を検討するための，さまざまなシステム構成パターンを示して，
それぞれの特徴について説明します。この節では，システム構成の説明をお読みになる
前に確認していただきたい，各システム構成パターンに共通する留意点について説明し
ます。また，この章のシステム構成図で使用する図の凡例についてもあわせて説明しま
す。これらをご確認の上，次節以降をお読みください。

参考
ここで説明する凡例は，「4. システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）」お
よび「5.10.2

ファイアウォールと侵入検知システムを配置する」にも当てはまります。

（1） この章のシステム構成に共通する留意点
各システム構成に共通して，次のことに留意してください。
● この章では，Application Server Standard または Application Server Enterprise を使
用した場合のシステム構成について説明しています。必要に応じて，この章で使用し
ている用語を，ご利用の製品に読み替えてください。
ご利用の製品とこの章で使用している製品の対応を次の表に示します。
表 3-2 ご利用の製品とこの章で使用している製品の対応
ご利用の製品

この章で記載している製品

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。

● システム構成の例では，主に，アプリケーションサーバを役割ごとに 1 台ずつ配置し
た例を示していますが，実際の構成では，スケーラビリティと可用性を考慮して負荷
分散機などを使用したクラスタ構成にすることをお勧めします。これによって，トラ
ブルが発生した場合やサーバのメンテナンスが必要な場合に，サービスが完全に止ま
ることを防げます。負荷分散をする構成については，
「3.7

ロードバランスクラスタ

による負荷分散方式を検討する」を参照してください。
● この章では，Management Server を利用して運用することにした場合の例を示して
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います。Management Server を利用しないで運用する場合，次のプロセスは不要で
すので，省略してお読みください。
• Management Server
• 運用管理エージェント
運用管理に必要なプロセスだけを起動するマシンを運用管理サーバマシンといいます。
なお，Management Server を利用しないで運用する場合，運用管理サーバマシンは
不要です。

参考
Management Server を利用しないで運用する場合に，開発環境やテスト環境で Server
Plug-in や運用管理ポータルなどのクライアントから運用管理を実行するときには，管理ク
ライアントマシンが必要です。
Server Plug-in 使用する場合，管理クライアントマシンには，Eclipse が必要です。また，
運用管理サーバマシンと異なるマシンを管理クライアントマシンにする場合は，
uCosminexus Operator をインストールする必要があります。
運用管理ポータルを使用する場合，管理クライアントマシンには Web ブラウザが必要です。

● アクセスポイントがサーブレット／ JSP のとき，この章では主に，Web サーバ連携の
場合の構成例を示しています。インプロセス HTTP サーバを使用する場合は，次のプ
ロセスは不要ですので，省略してお読みください。
• Web サーバ
● PRF デーモンは，性能解析トレースファイルを出力するためのプロセスです。アプリ
ケーションサーバには必ず配置し，EJB クライアントには必要に応じて配置します。
PRF デーモンの配置についての考え方については，
「3.14

性能解析トレースファイ

ルを出力するプロセスを配置する」を参照してください。

（2） この章で使用する図の凡例
ここでは，この章のシステム構成図で使用する凡例を示します。
図 3-6 3 章で使用する図の凡例

また，ホストを表す色は，Management Server によって運用管理する場合のホストの分

33

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

類を表しています。
図 3-7 3 章で使用する図の凡例（ホストの分類）

なお，ここで示した以外の凡例については，それぞれの図で示します。
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3.3 アプリケーションの構成を検討する
この節では，アプリケーションの構成の検討方法について説明します。
アプリケーションは，構成するコンポーネントの種類によって分類できます。分類ごと
に，クライアント側から見たアクセスポイントがあります。ここでは，アプリケーショ
ンを構成するコンポーネントの種類と，各アプリケーションでアクセスポイントになる
コンポーネントについて説明します。また，使用するリソースの種類に応じたリソース
アダプタの種類についても説明します。

3.3.1 アプリケーションの構成とアクセスポイント
ここでは，アプリケーションを構成するコンポーネントの種類と，それぞれの構成の場
合のアクセスポイントについて説明します。
アプリケーションを構成するコンポーネントには，次の種類があります。
● サーブレットと JSP
● Session Bean と Entity Bean
● Message-driven Bean

（1） サーブレットと JSP で構成されるアプリケーション
サーブレットと JSP は，クライアントマシンの Web ブラウザに表示するプレゼンテー
ションを，動的に生成するためのコンポーネントです。クライアントである Web ブラウ
ザから，HTTP または HTTPS によって Web サーバ経由でアクセスされます。
サーブレットと JSP で構成されるアプリケーションの場合，クライアントから見たアク
セスポイントになるコンポーネントは，フロントに配置されたサーブレットまたは JSP
になります。
サーブレットと JSP で構成されるアプリケーションを次の図に示します。
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図 3-8 サーブレットと JSP で構成されるアプリケーション

サーブレットまたは JSP からは，JavaBeans や Java クラスなど，ほかのコンポーネン
トを呼び出せます。また，Session Bean や Entity Bean を呼び出すこともできます。こ
の場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコンポーネントは，フロント
に配置したサーブレットまたは JSP になります。
図 3-9 サーブレットと JSP からほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポイ
ント

このアプリケーションは，主に Web フロントシステムで動作します。

（2） Session Bean と Entity Bean で構成されるアプリケーション
Session Bean と Entity Bean は，ビジネスロジックを実装するためのコンポーネントで
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す。EJB クライアントから，RMI-IIOP によってアクセスされます。なお，EJB クライ
アントとは，Enterprise Bean を呼び出すコンポーネントの総称です。クライアントマシ
ンで動作する EJB クライアントアプリケーション，ほかの J2EE サーバで動作している
サーブレット，JSP，Session Bean，Entity Bean または Message-driven Bean が該当
します。
Session Bean と Entity Bean で構成されるアプリケーションの場合，アクセスポイント
になるコンポーネントは，フロントに配置された Session Bean または Entity Bean にな
ります。
Session Bean と Entity Bean で構成されるアプリケーションを次の図に示します。
図 3-10

Session Bean と Entity Bean で構成されるアプリケーション

Session Bean または Entity Bean からは，JavaBeans や Java クラスなど，ほかのコン
ポーネントを呼び出せます。また，ほかの Session Bean や Entity Bean を呼び出すこと
もできます。ただし，この場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコン
ポーネントは，フロントに配置した Session Bean または Entity Bean になります。
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図 3-11 Session Bean または Entity Bean からほかのコンポーネントを呼び出す場合の
アクセスポイント

このアプリケーションは，主にバックシステムで動作します。

（3） Message-driven Bean で構成されるアプリケーション
Message-driven Bean は，メッセージ駆動型のシステムでビジネスロジックを実装する
ためのコンポーネントです。次のどちらかの方法でアクセスされます。
● TP1/Message Queue および TP1/Message Queue - Access 経由でのアクセス
● データベース（HiRDB または Oracle）および Cosminexus RM 経由でのアクセス
なお，Message-driven Bean をアクセスポイントとする構成の場合，リソースアダプタ
として，TP1/Message Queue - Access または Cosminexus RM が必要です。
Cosminexus RM は，DB Connector for Cosminexus RM と組み合わせて使用します。な
お，Cosminexus RM および DB Connector for Cosminexus RM は，Application Server
が提供するリソースアダプタです。
Message-driven Bean で構成されるアプリケーションの場合，アクセスポイントになる
コンポーネントは，Message-driven Bean になります。
Message-driven Bean で構成されるアプリケーションを次の図に示します。
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図 3-12

Message-driven Bean で構成されるアプリケーション（TP1/Message Queue Access 経由の場合）

図 3-13

Message-driven Bean で構成されるアプリケーション（Cosminexus RM 経由の
場合）

Message-driven Bean からは，JavaBeans や Java クラスなど，ほかのコンポーネント
を呼び出せます。また，Session Bean や Entity Bean を呼び出すこともできます。ただ
し，この場合も，クライアントから見たアクセスポイントとなるコンポーネントは，
Message-driven Bean になります。
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図 3-14

Message-driven Bean からほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポ
イント（TP1/Message Queue - Access 経由の場合）

図 3-15

Message-driven Bean からほかのコンポーネントを呼び出す場合のアクセスポ
イント（Cosminexus RM 経由の場合）

このアプリケーションは，主にバックシステムで動作します。
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3.3.2 リソースの種類とリソースアダプタ
Cosminexus のシステムでは，次のリソースが使用できます。
• データベース（HiRDB，Oracle，SQL Server または XDM/RD E2）
• OpenTP1 の TP1/Message Queue
• OpenTP1 の SPP
• メールコンフィグレーション
• JavaBeans リソース
なお，メールコンフィグレーションまたは JavaBeans リソースを使用する場合，リソー
スアダプタは不要です。
ここでは，アプリケーションが接続するリソースの種類ごとに，使用するリソースアダ
プタについて説明します。

ポイント
Cosminexus では，Connector 1.0 または Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタを
利用できます。
ここで説明する以外のリソースアダプタについては，ご使用のリソースアダプタの説明をご
確認ください。

（1） データベースと接続するためのリソースアダプタ（JDBC インタ
フェースを使用する場合）
JDBC インタフェースを使用して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 を使用します。DB Connector を使用すると，サーブレット，JSP，
Session Bean，Entity Bean または Message-driven Bean から，JDBC インタフェース
を使用してデータベースにアクセスできます。
なお，Cosminexus がリソースアダプタを使用してアクセスできるデータベースは，
HiRDB，Oracle，SQL Server または XDM/RD E2 です。リソースアダプタを使用して
データベースにアクセスする場合の構成を，データベースの種類ごとに図に示します。
● HiRDB にアクセスする場合の構成
HiRDB に接続する場合，J2EE サーバと同じマシンに，HiRDB Type4 JDBC Driver
または HiRDB Run Time が必要となります。HiRDB Run Time は，JDBC ドライバ
として，Cosminexus DABroker Library を使用している場合に必要です。
HiRDB にアクセスする場合の構成を，HiRDB Type4 JDBC Driver を使用するときと
Cosminexus DABroker Library を使用するときに分けて，図に示します。

41

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

図 3-16

リソースアダプタを使用して HiRDB にアクセスする場合の構成（HiRDB Type4
JDBC Driver を使用するとき）

図 3-17

リソースアダプタを使用して HiRDB にアクセスする場合の構成（Cosminexus
DABroker Library を使用するとき）

● Oracle にアクセスする場合の構成
Oracle に接続する場合，J2EE サーバと同じマシンに，Oracle JDBC Thin Driver ま
たは Oracle Client が必要となります。Oracle Client は，JDBC ドライバとして，
Cosminexus DABroker Library を使用している場合に必要です。
Oracle にアクセスする場合の構成を，Oracle JDBC Thin Driver を使用するときと
Cosminexus DABroker Library を使用するときに分けて，図に示します。
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図 3-18

リソースアダプタを使用して Oracle にアクセスする場合の構成（Oracle JDBC
Thin Driver を使用するとき）

図 3-19

リソースアダプタを使用して Oracle にアクセスする場合の構成（Cosminexus
DABroker Library を使用するとき）

● SQL Server にアクセスする場合の構成
SQL Server に接続する場合，J2EE サーバと同じマシンに，SQL Server の JDBC ド
ライバが必要となります。
SQL Server にアクセスする場合の構成を次の図に示します。
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図 3-20

リソースアダプタを使用して SQL Server にアクセスする場合の構成

● XDM/RD E2 にアクセスする場合の構成
XDM/RD E2 に接続する場合，J2EE サーバと同じマシンに，HiRDB Type4 JDBC
Driver または HiRDB Run Time が必要となります。HiRDB Run Time は，JDBC ド
ライバとして，Cosminexus DABroker Library を使用している場合に必要です。
XDM/RD E2 にアクセスする場合の構成を，HiRDB Type4 JDBC Driver を使用する
ときと Cosminexus DABroker Library を使用するときに分けて，図に示します。
図 3-21

リソースアダプタを使用して XDM/RD E2 にアクセスする場合の構成（HiRDB
Type4 JDBC Driver を使用するとき）
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図 3-22

リソースアダプタを使用して XDM/RD E2 にアクセスする場合の構成
（Cosminexus DABroker Library を使用するとき）

（2） データベースと接続するためのリソースアダプタ（JMS インタ
フェースを使用する場合）
JMS インタフェースを使用して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 for Cosminexus RM を使用します。DB Connector for Cosminexus RM
は，Cosminexus RM と連携するためのリソースアダプタです。Cosminexus RM を使用
すると，サーブレット，JSP，Session Bean，Entity Bean または 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に実現したキューにアクセ
スできます。この場合，J2EE サーバ上では，Cosminexus RM のライブラリが動作し
て，キューのデータはデータベースに保存されます。なお，Cosminexus RM は
Application Server の構成ソフトウェアです。
Cosminexus RM を使用してデータベースにアクセスする場合の構成を，HiRDB にアク
セスする場合と，Oracle にアクセスする場合に分けて，図に示します。
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図 3-23

Cosminexus RM を使用して HiRDB にアクセスする場合の構成

図 3-24

Cosminexus RM を使用して Oracle にアクセスする場合の構成

（3） OpenTP1 の TP1/Message Queue に接続するためのリソースアダプ
タ
OpenTP1 のメッセージキューイング機能である TP1/Message Queue と接続する場合，
リソースアダプタとして TP1/Message Queue - Access を使用します。TP1/Message
Queue - Access を使用すると，サーブレット，JSP，Session Bean，Entity Bean また
は Message-driven Bean から，JMS インタフェースを使用して TP1/Message Queue に
アクセスできます。この場合，J2EE サーバと同じマシンに，TP1/Message Queue Access が必要となります。
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リソースアダプタを使用して TP1/Message Queue にアクセスする場合の構成を，次の
図に示します。
図 3-25

リソースアダプタを使用して TP1/Message Queue にアクセスする場合の構成

（4） OpenTP1 の SPP と接続するためのリソースアダプタ
OpenTP1 の SPP（サービス提供プログラム：Service Providing Program）と接続する
場合，リソースアダプタとして uCosminexus TP1 Connector および TP1/Client/J を使用
します。uCosminexus TP1 Connector および TP1/Client/J を使用すると，サーブレッ
ト，JSP，Session Bean，Entity Bean または Message-driven Bean から，OpenTP1 の
SPP にアクセスできます。このとき，J2EE サーバと同じマシンに，uCosminexus TP1
Connector および TP1/Client/J が必要となります。
リソースアダプタを使用して OpenTP1 の SPP にアクセスする場合の構成を，次の図に
示します。
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図 3-26
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リソースアダプタを使用して OpenTP1 の SPP にアクセスする場合の構成
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3.4 クライアントとサーバの構成を検討する
この節では，クライアントとサーバの構成の種類と，それぞれの場合に各マシンに配置
するプロセスについて説明します。また，それぞれの構成の特徴についても説明します。
クライアントとサーバの構成を検討するためには，処理を呼び出す側であるクライアン
トと呼び出される側であるサーバの対応を決めて，サーバ側で動作するアプリケーショ
ンのアクセスポイントを明確にする必要があります。
ここでは，次のコンポーネントをアクセスポイントとするクライアントとサーバの構成
について説明します。なお，サーブレットと JSP をアクセスポイントにする構成につい
ては，Web サーバ連携の場合とインプロセス HTTP サーバを使用する場合に分けて説明
します。
● サーブレットと JSP
● Session Bean と Entity Bean
● CTM を使用する場合の Stateless Session Bean
以降，アプリケーションサーバを配置したマシンをアプリケーションサーバマシン，ク
ライアントとして使用するマシンをクライアントマシンといいます。

3.4.1 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構
成（Web サーバ連携の場合）
サーブレットと JSP がアクセスポイントになる，Web ベースのシステム構成について説
明します。この構成を Web クライアント構成といいます。Web フロントシステムで使用
できる構成です。ここでは，Web サーバ連携の場合の構成について説明します。
また，この構成でインターネットに接続する場合，セキュリティの観点から，アプリ
ケーションサーバと同じマシンに配置する Web サーバとは別に，DMZ にリバースプロ
キシの機能を持つ Web サーバを配置することをお勧めします。詳細は，
「3.13 DMZ へ
のリバースプロキシの配置を検討する」を参照してください。

（1） システム構成の特徴
Web フロントシステムで，Web ブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。
最も基本的な Web クライアント構成は，クライアントマシンと 1 台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。1 台のアプリケーションサーバマシンで構築する
Web クライアント構成の例を次の図に示します。
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図 3-27

1 台のアプリケーションサーバマシンで構築する Web クライアント構成の例
（Web サーバ連携の場合）

特徴
クライアントで使用するソフトウェアは Web ブラウザだけです。
リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSP は，J2EE サーバ上で動作します。こ
れらのコンポーネントは，Web ブラウザから Web サーバ経由でアクセスされます。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，「3.6

トランザクションの種類を検討

する」を参照してください。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
必要なプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
● J2EE サーバ
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● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
なお，Application Server Standard または Application Server Enterprise には，Web
サーバである Hitachi Web Server が含まれています。Windows の場合，Web サーバに
Microsoft IIS を使用することもできます。この場合は，ソフトウェアとして Microsoft
IIS が必要です。
（b） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（c） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。

3.4.2 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構
成（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）
サーブレットと JSP がアクセスポイントになる，Web ベースのシステム構成について説
明します。ここでは，インプロセス HTTP サーバを使用する場合の構成について説明し
ます。
なお，この構成でインターネットに接続する場合，セキュリティの観点から，DMZ にリ
バースプロキシの機能を持つ Web サーバを配置してください。詳細は，
「3.13 DMZ へ
のリバースプロキシの配置を検討する」を参照してください。

（1） システム構成の特徴
Web フロントシステムで，Web ブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。
最も基本的な Web クライアント構成は，クライアントマシンと 1 台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。インプロセス HTTP サーバを使用する場合，
J2EE サーバのフロントに Web サーバを起動する必要がありません。J2EE サーバ上の
HTTP サーバの機能を使用します。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合の Web クライアント構成の例を次の図に示し
ます。
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図 3-28

1 台のアプリケーションサーバマシンで構築する Web クライアント構成の例
（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）

特徴
クライアントで使用するソフトウェアは Web ブラウザだけです。
Web ブラウザから Web サーバを経由しないで直接 J2EE サーバにアクセスできるた
め，性能上のメリットがあります。また，Web サーバを起動する必要がないため，
運用が簡易になります。
なお，インプロセス HTTP サーバを使用する場合，次の点に留意してください。
• インプロセス HTTP サーバでは，Web サーバとして動作するための最小限の機能
だけがサポートされています。このため，Web サーバのさまざまな機能を必要と
する場合は，この構成は適していません。リダイレクタモジュールを組み込んだ
Web サーバと連携する構成を選択してください。インプロセス HTTP サーバで使
用できる機能については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のインプロセス

HTTP サーバで使用できる機能に関する説明を参照してください。
• インプロセス HTTP サーバでは，HTTPS はサポートされていません。このため，
SSL を使用する場合には，プロキシサーバをフロントに配置してプロキシモ
ジュールを組み込んだ Web サーバの SSL 機能を使用するか，または，SSL アク
セラレータをフロントに配置してください。
• インターネットに接続するシステムでは，セキュリティ上の観点から，必ずリ
バースプロキシをフロントに配置してください。リバースプロキシを配置する構
成については，
「3.13
てください。
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リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSP は，J2EE サーバ上で動作します。こ
れらのコンポーネントは，Web ブラウザから直接アクセスされます。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，
「3.6 トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
必要なプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（c） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。

3.4.3

Session Bean と Entity Bean をアクセスポイントに使
用する構成

Session Bean と Entity Bean がアクセスポイントになり，クライアントで EJB クライ
アントアプリケーションを動作させるシステム構成について説明します。この構成を，
EJB クライアント構成といいます。

（1） システム構成の特徴
最も基本的な EJB クライアント構成は，クライアントマシンと 1 台のアプリケーション
サーバマシンによって構築できます。
1 台のアプリケーションサーバマシンで構築する EJB クライアント構成の例を次の図に
示します。
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図 3-29

1 台のアプリケーションサーバマシンで構築する EJB クライアント構成の例

特徴
Windows の場合は，uCosminexus Client を使用してクライアントマシンの環境を
構築できます。
リクエストの流れ
アクセスポイントである Session Bean と Entity Bean は，J2EE サーバ上で動作し
ます。
EJB クライアントアプリケーションからのリクエストは，RMI-IIOP によってアク
セスポイントに送られ，Session Bean と Entity Bean を呼び出します。このとき，
EJB クライアントアプリケーションは，J2EE サーバ内で動作しているネーミング
サービスから名前を検索（ルックアップ）して，Session Bean と Entity Bean にア
クセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，「3.6 トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
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Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（c） EJB クライアントマシン
EJB クライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server
Enterprise または uCosminexus Client（Windows の場合）をインストールする必要が
あります。
起動するプロセスは，EJB クライアントアプリケーションのプロセスです。

3.4.4

CTM を使用する場合に Stateless Session Bean をアク
セスポイントに使用する構成

CTM を使用する場合の，Stateless Session Bean をアクセスポイントとするシステム構
成について説明します。

参考
ここでは，クライアントとして EJB クライアントアプリケーションを使用する EJB クライ
アント構成の例を示します。このほか，CTM ゲートウェイ機能を使用すると，EJB クライ
アント以外のクライアントアプリケーションから J2EE サーバ上の EJB アプリケーション
を直接呼び出す構成も実現できます。これらの構成については，「3.15.2

CTM ゲートウェ

イ機能を利用して EJB クライアント以外から Stateless Session Bean を呼び出す構成」を
参照してください。

（1） システム構成の特徴
EJB クライアント構成の一つです。アクセスポイントである Stateless Session Bean に
対して，CTM によってスケジューリングされたリクエストが送信されます。
CTM を使用する場合の EJB クライアント構成の例を次の図に示します。
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図 3-30

CTM を使用する場合の EJB クライアント構成の例

特徴
• CTM によってリクエストをスケジューリングすることで，サービス閉塞を実行し
たり同時実行数を制御したりするシステム運用ができるようになります。
• J2EE サーバを二つ以上起動することで，一つの J2EE サーバにトラブルが発生
した場合に，縮退運転をしてシステムの稼働を続けられます。
• Windows の場合は，uCosminexus Client を使用してクライアントマシンの環境
を構築できます。
リクエストの流れ
アクセスポイントである Stateless Session Bean は，J2EE サーバ上で動作します。
EJB クライアントアプリケーションからのリクエストは，CTM 経由で送られ，
Stateless Session Bean を呼び出します。このとき，EJB クライアントアプリケー
ションは，グローバル CORBA ネーミングサービスから名前をルックアップして，
Stateless Session Bean にアクセスします。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，
「3.6 トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterprise をインストールす
る必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
● グローバル CORBA ネーミングサービス
● CTM のプロセス群（CTM デーモンおよび CTM レギュレータ）
● CTM ドメインマネジャ
● スマートエージェント
（b） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（c） EJB クライアントマシン
EJB クライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server
Enterprise または uCosminexus Client（Windows の場合）をインストールする必要が
あります。
起動するプロセスは EJB クライアントアプリケーションのプロセスです。
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3.5 サーバ間での連携を検討する
この節では，複数のアプリケーションサーバ上の J2EE サーバで動作するアプリケー
ションを連携させる構成の種類と，それぞれの場合に各マシンに配置するプロセスにつ
いて説明します。また，それぞれの構成の特徴についても説明します。
なお，複数のアプリケーションサーバで構成するシステムの場合，呼び出し元になるア
プリケーションが動作しているアプリケーションサーバをクライアント側のアプリケー
ションサーバ，呼び出されるアプリケーションが動作しているアプリケーションサーバ
をサーバ側のアプリケーションサーバといいます。
ここでは，次に示す 2 種類のサーバ間連携の構成について説明します。
● Session Bean と Entity Bean を呼び出すサーバ間連携
● CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出すサーバ間連携

3.5.1

Session Bean と Entity Bean を呼び出すサーバ間連携

ほかのアプリケーションサーバ上の J2EE サーバから Session Bean または Entity Bean
を呼び出す場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
クライアント側のアプリケーションサーバから，サーバ側のアプリケーションサーバを
呼び出す構成です。クライアント側のアプリケーションサーバでは，サーブレット，
JSP，Entity Bean，Session Bean または Message-driven Bean で構成されるアプリ
ケーションが動作します。サーバ側のアクセスポイントになるコンポーネントは，
Session Bean または Entity Bean です。クライアント側のアプリケーションからの呼び
出しは，RMI-IIOP で実行されます。
Session Bean と Entity Bean を呼び出すサーバ間連携の構成の例を，次の図に示しま
す。
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図 3-31

Session Bean と Entity Bean を呼び出すサーバ間連携の構成の例

特徴
• アプリケーション間連携で使用できる構成です。複数のクライアントアプリケー
ションから，サーバアプリケーションを呼び出す場合などに適用できます。
• システム間連携の場合にも使用できます。すでに構築されたクライアント側シス
テムとサーバ側システムをこのシステム構成にすることで，アプリケーションを
システム間で呼び出せます。
リクエストの流れ
サーバ側のアクセスポイントである Session Bean または Entity Bean へのリクエス
トは，クライアント側の J2EE サーバから送られます。
このとき，クライアント側では，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EE サー
バ内でインプロセスで起動されている CORBA ネーミングサービスから名前をルッ
クアップして，Session Bean または Entity Bean にアクセスします。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
Session Bean または Entity Bean を呼び出すサーバ間連携の場合に，それぞれのマシン
に必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，リソースと接続
するために必要なプロセスについては，「3.6

トランザクションの種類を検討する」を

参照してください。
（a） クライアント側のアプリケーションサーバマシン（サーブレット／ JSP の実行環
境）
サーブレットおよび JSP を動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシン
には，Application Server Standard または Application Server Enterprise をインストー
ルする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） クライアント側のアプリケーションサーバマシン（Message-driven Bean の実行環
境）
Message-driven Bean を動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシンに
は，Application Server Standard または Application Server Enterprise をインストール
する必要があります。また，リソースアダプタとして TP1/Message Queue - Access を使
用する場合は，TP1/Message Queue - Access をインストールする必要があります。な
お，Cosminexus RM を使用する場合は，Application Server に含まれているため，個別
にインストールする必要はありません。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（c） サーバ側のアプリケーションサーバマシン
サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
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● PRF デーモン
（d） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server

3.5.2

CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出すサーバ
間連携

CTM を使用する場合に，ほかのアプリケーションサーバ上の J2EE サーバから CTM 経
由で Stateless Session Bean を呼び出すときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
クライアント側のアプリケーションサーバから，CTM 経由でサーバ側のアプリケーショ
ンサーバを呼び出す構成です。クライアント側のアプリケーションサーバでは，サーブ
レット，JSP，Entity Bean，Session Bean または Message-driven Bean で構成される
アプリケーションが動作します。サーバ側のアクセスポイントになるコンポーネントは，
Stateless Session Bean です。クライアント側のアプリケーションからの呼び出しは，
RMI-IIOP で実行されます。
CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出すサーバ間連携の構成の例を次の図に示し
ます。
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図 3-32

Stateless Session Bean を呼び出すサーバ間連携の構成の例

特徴
• アプリケーション間連携で使用できる構成です。複数のクライアントアプリケー
ションから，サーバアプリケーションを呼び出す場合などに適用できます。
• システム間連携の場合にも使用できます。すでに構築されたクライアント側シス
テムとサーバ側システムをこのシステム構成にすることで，アプリケーションを
システム間で呼び出せます。
リクエストの流れ
サーバ側のアクセスポイントである Stateless Session Bean へのリクエストは，ク
ライアント側の J2EE サーバから CTM 経由で送られます。
このとき，クライアント側では，サーバ側のアプリケーションサーバのグローバル
CORBA ネーミングサービスから名前をルックアップして，CTM 経由で Stateless
Session Bean にアクセスします。
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CTM を経由したリクエストは，CTM によって J2EE サーバ上で動作する Stateless
Session Bean に適切に振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出すサーバ間連携の場合に，それぞれのマシ
ンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，リソースと接
続するために必要なプロセスについては，
「3.6 トランザクションの種類を検討する」
を参照してください。
（a） クライアント側のアプリケーションサーバマシン（サーブレット／ JSP の実行環
境）
サーブレットおよび JSP を動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシン
には，Application Server Standard または Application Server Enterprise をインストー
ルする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） クライアント側のアプリケーションサーバマシン（Session Bean の実行環境）
Session Bean を動作させるクライアント側のアプリケーションサーバマシンには，
Application Server Standard または Application Server Enterprise をインストールする
必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（c） サーバ側のアプリケーションサーバマシン
サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterprise をイン
ストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
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● グローバル CORBA ネーミングサービス
● CTM のプロセス群（CTM デーモンおよび CTM レギュレータ）
● CTM ドメインマネジャ
● スマートエージェント
（d） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
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3.6 トランザクションの種類を検討する
この節では，トランザクションの種類ごとのシステム構成について説明します。
トランザクションに参加するリソースが一つの場合は，ローカルトランザクションを使
用します。トランザクションに参加するリソースが複数の場合は，グローバルトランザ
クションを使用します。また，サーバ間で連携する構成の場合に，それぞれの J2EE
サーバが異なるリソースに接続するときには，トランザクションコンテキストのプロパ
ゲーションも使用できます。
なお，接続するリソースとリソースアダプタの対応については，
「3.3.2 リソースの種類
とリソースアダプタ」を参照してください。

参考
この節では，アプリケーションサーバによって開始されるトランザクションの種類ごとの構
成について説明しますが，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。なお，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
は，EJB クライアントマシンに Application Server Standard または Application Server
Enterprise が必要です。

3.6.1 ローカルトランザクションを使用する場合の構成
トランザクションに参加するリソースが一つの場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
サーブレット，JSP および Session Bean で構成される一つの J2EE アプリケーションか
ら，リソースアダプタ経由で一つのリソースマネジャにアクセスする場合の構成です。
アプリケーションからリソースマネジャへのアクセスで使用するトランザクションは，
リソースマネジャ側で管理されます。トランザクションの種類は XA インタフェースを
使用しない，ローカルトランザクションになります。
ローカルトランザクションを使用する場合の構成の例を，次の図に示します。
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図 3-33

ローカルトランザクションを使用する場合の構成の例

特徴
アプリケーションから一つのリソースマネジャにアクセスします。2 フェーズコ
ミットは必要ありません。
アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
Web ブラウザから Web サーバ経由でアクセスされたサーブレットおよび JSP は，
同じアプリケーション内の Session Bean をローカルで呼び出します。Session Bean
は，リソースアダプタを経由してリソースマネジャ（図 3-33 の場合は HiRDB）に
アクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
ローカルトランザクションを使用する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェア
と起動するプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
また，リソースマネジャと接続するために，次のソフトウェアが必要です。
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接続するリソースマネジャ

必要なソフトウェア

HiRDB

HiRDB Run Time または HiRDB Type4 JDBC Driver

Oracle

Oracle Client または Oracle JDBC Thin Driver

SQL Server

SQL Server の JDBC ドライバ

XDM/RD E2

HiRDB Run Time または HiRDB Type4 JDBC Driver

TP1/Message Queue

TP1/Message Queue - Access

OpenTP1 の SPP

uCosminexus TP1 Connector
TP1/Client/J

起動するプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） リソースマネジャが動作するマシン
リソースマネジャが動作するマシンには，次に示すソフトウェアのどれかをインストー
ルしてください。
● HiRDB（HiRDB と接続する場合）
● Oracle（Oracle と接続する場合）
● SQL Server（SQL Server と接続する場合）
● XDM/RD E2（XDM/RD E2 と接続する場合）
● TP1/Message Queue（TP1/Message Queue と接続する場合）
● TP1/Server Base（OpenTP1 の SPP と接続する場合）
また，それぞれのリソースマネジャで必要なプロセスを起動してください。
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。
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3.6.2

グローバルトランザクションを使用する場合の構成

トランザクションに参加するリソースが複数の場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
Session Bean を構成要素とする一つの J2EE アプリケーションから，リソースアダプタ
経由で複数のリソースマネジャにアクセスする構成です。アプリケーションからリソー
スマネジャへのアクセスで使用するトランザクションは，J2EE サーバ側で管理します。
トランザクションの種類は，XA インタフェースを使用するグローバルトランザクション
になります。
グローバルトランザクションを使用する場合の構成の例を，次の図に示します。この例
は，CTM を使用するシステムの場合の例です。
図 3-34

特徴
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• アプリケーションから複数のリソースマネジャにアクセスします。2 フェーズコ
ミットが必要になります。
• 一つのリソースマネジャにアクセスするアプリケーションと，複数のリソースマ
ネジャにアクセスするアプリケーションを混在させるシステムの場合も，この構
成にする必要があります。
アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
EJB クライアントアプリケーションからアクセスされた Stateless Session Bean は，
リソースアダプタを経由してリソースマネジャにアクセスします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
グローバルトランザクションを使用する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェ
アと起動するプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
また，リソースマネジャと接続するために，次のソフトウェアをインストールする必要
があります。
接続するリソースマネジャ

必要なソフトウェア

HiRDB

HiRDB Run Time または HiRDB Type4 JDBC Driver

Oracle

Oracle Client または Oracle JDBC Thin Driver

TP1/Message Queue

TP1/Message Queue - Access

OpenTP1 の SPP

uCosminexus TP1 Connector
TP1/Client/J

注

SQL Server および XDM/RD E2 はグローバルトランザクションでは使用できません。

起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
また，図 3-34 のように CTM を使用する構成の場合は，Application Server Enterprise
をインストールして，上記のプロセスのほかに，グローバル CORBA ネーミングサービ
ス，CTM のプロセス群，CTM ドメインマネジャおよびスマートエージェントも起動す
る必要があります。詳細は，
「3.5.2 CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出す
サーバ間連携」を参照してください。
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（b） リソースマネジャが動作するマシン
リソースマネジャが動作するマシンには，次に示すソフトウェアのどれかをインストー
ルしてください。なお，SQL Server および XDM/RD E2 はグローバルトランザクショ
ンでは使用できません。
● HiRDB（HiRDB と接続する場合）
● Oracle（Oracle と接続する場合）
● TP1/Message Queue（TP1/Message Queue と接続する場合）
● TP1/Server Base（OpenTP1 の SPP と接続する場合）
また，それぞれのリソースマネジャで必要なプロセスを起動してください。
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） EJB クライアントマシン
EJB クライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server
Enterprise または uCosminexus Client（Windows の場合）をインストールする必要が
あります。
起動するプロセスは，EJB クライアントアプリケーションのプロセスです。

3.6.3

トランザクションコンテキストのプロパゲーションを
使用する場合の構成

サーバ間で連携する構成の場合に，それぞれの J2EE サーバが異なるリソースに接続す
る構成について説明します。この構成では，トランザクションコンテキストのプロパ
ゲーションを使用します。なお，この構成の場合，CTM は使用できません。

（1） システム構成の特徴
複数の J2EE アプリケーションでサーバ間連携をする構成です。ここでは，サーブレッ
ト，JSP，および Session Bean で構成される J2EE アプリケーションと，Session Bean
だけで構成される J2EE アプリケーションでサーバ間連携をする例について説明します。
サーブレット，JSP および Session Bean で構成されるアプリケーションは，クライアン
ト側のアプリケーションサーバで動作し，Session Bean で構成される J2EE アプリケー
ションは，サーバ側のアプリケーションサーバで動作します。
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それぞれの J2EE アプリケーションは，リソースアダプタ経由で異なるリソースマネ
ジャにアクセスします。この場合，リソースマネジャへのアクセスで使用するトランザ
クションは，J2EE サーバ側で管理します。このときのトランザクションの種類は，XA
インタフェースを使用するグローバルトランザクションになります。
なお，CTM 経由で Stateless Session Bean を呼び出す構成では，トランザクションコン
テキストのプロパゲーションは使用できません。
トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用する場合の構成の例を次の図
に示します。この例では，J2EE アプリケーションは，それぞれ，データベースと
OpenTP1 の SPP にアクセスします。
図 3-35

トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用する場合の構成の例

特徴
• サーバ間連携をするアプリケーションから複数のリソースマネジャにアクセスす
る場合に適用できます。
• サーバ間連携をする場合に，一つのリソースマネジャにアクセスするアプリケー
ションと，複数のリソースマネジャにアクセスするアプリケーションを混在させ
るシステムの場合は，この構成にする必要があります。
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アプリケーションからリソースアダプタ経由でリソースマネジャにアクセスする流れ
Web ブラウザから Web サーバ経由でアクセスされたサーブレットおよび JSP は，
同じアプリケーション内の Session Bean をローカルで呼び出します。Session Bean
は，トランザクションを開始して，データベースにアクセスしてから，サーバ側の
アプリケーションサーバ上の J2EE サーバで動作している Session Bean を呼び出し
ます。呼び出されたサーバ側のアプリケーションサーバ上の Session Bean は，
OpenTP1 の SPP にアクセスします。クライアント側のアプリケーションサーバ上
の Session Bean は，サーバ側の Session Bean から制御が戻ると，トランザクショ
ンをコミットします。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
トランザクションコンテキストのプロパゲーションを使用するときに必要なソフトウェ
アと起動するプロセスは，「3.6.2 グローバルトランザクションを使用する場合の構成」
と同様です。ただし，コンテキストのトランザクションプロパゲーションを使用する場
合，CTM は使用できません。
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3.7 ロードバランスクラスタによる負荷分散方
式を検討する
この節では，ロードバランスクラスタによって負荷を分散するための構成について説明
します。
負荷分散は次の方法で実現します。アクセスポイントになるコンポーネントの種類に
よって，実現できるものが異なります。
● 負荷分散機を利用する（サーブレット／ JSP の場合）
● ネーミングサービスを利用する（Session Bean ／ Entity Bean の場合）
● CTM を利用する（Stateless Session Bean の場合）
負荷分散機を利用する構成については，Web サーバ連携の場合とインプロセス HTTP
サーバを利用する場合に分けて説明します。なお，アクセスポイントが Message-driven
Bean の場合の負荷分散については，「3.8.3

Message-driven Bean のインスタンスプー

ルを利用した負荷分散（TP1/Message Queue を使用する場合）」を参照してください。

3.7.1

Web サーバ連携時の負荷分散機を利用した負荷分散
（サーブレット／ JSP の場合）

負荷分散機（レイヤ 5 スイッチ）によって負荷を分散する構成について説明します。こ
の方法は，サーブレットまたは JSP がアクセスポイントの場合に使用できます。
ここでは，Web サーバと連携する場合について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSP の場合に使用できる構成です。
負荷分散は，負荷分散機に対象となるアプリケーションサーバを登録することで実現で
きます。アプリケーションサーバを複数登録することで，クライアントからのアクセス
による負荷を分散できます。
負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-36

負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例（Web サーバと連携する場合）

特徴
• サーブレットと JSP のスケーラビリティと可用性を確保できます。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，負荷分散機から該当するアプリケーションサーバへのアクセス
を停止することで，システムの縮退運転ができます。
リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EE サーバ上のサーブレットと JSP へのリクエストは，
Web ブラウザから，負荷分散機および Web サーバ経由で送られます。その際，負荷
分散機では，Web ブラウザからのアクセスを，それぞれのアプリケーションサーバ
上で動作している Web サーバに対して振り分けます。なお，負荷分散機では，
HTTP セッションのスティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけ
も制御します。
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参考
• HTTPS を使用する場合は，負荷分散機のフロントに SSL アクセラレータを配置する必要
があります。
• Smart Composer 機能を使用する場合は，負荷分散機を冗長化構成で配置することもでき
ます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
負荷分散機を使用する場合にそれぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセ
スは，サーブレットと JSP をアクセスポイントにする構成と同じです。
「3.4.1 サーブ
レットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（Web サーバ連携の場合）」を参照し
てください。

3.7.2 インプロセス HTTP サーバ使用時の負荷分散機を利用
した負荷分散（サーブレット／ JSP の場合）
負荷分散機（レイヤ 5 スイッチ）によって負荷を分散する構成について説明します。こ
の方法は，サーブレットまたは JSP がアクセスポイントの場合に使用できます。
ここでは，インプロセス HTTP サーバ機能を使用する場合について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSP の場合に使用できる構成です。
負荷分散は，負荷分散機に対象になるアプリケーションサーバを登録することで実現で
きます。アプリケーションサーバを複数登録することで，クライアントからのアクセス
による負荷を分散できます。
負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-37

負荷分散機を利用した負荷分散の構成の例（インプロセス HTTP サーバを使用
する場合）

特徴
• サーブレットと JSP のスケーラビリティと可用性を確保できます。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，負荷分散機から該当するアプリケーションサーバへのアクセス
を停止することで，システムの縮退運転ができます。
• Web ブラウザから Web サーバを経由しないで直接 J2EE サーバにアクセスできる
ため，性能上のメリットがあります。また，Web サーバを起動する必要がないた
め，運用が簡易になります。ただし，使用できる機能や構成について，留意する
必要があります。また，インターネットに接続する場合は，必ずリバースプロキ
シを組み込んだ Web サーバをフロントに配置してください。詳細は，
「3.4.2
サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（インプロセス HTTP
サーバを使用する場合）
」を参照してください。
リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EE サーバ上のサーブレットと JSP へのリクエストは，
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Web ブラウザから，負荷分散機経由で送られます。その際，負荷分散機では，Web
ブラウザからのアクセスを，それぞれのアプリケーションサーバ上で動作している
J2EE サーバに対して振り分けます。なお，負荷分散機では，HTTP セッションの
スティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけも制御します。

参考
HTTPS を使用する場合は，負荷分散機のフロントに SSL アクセラレータを配置する必要が
あります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
負荷分散機を使用する場合にそれぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセ
スは，サーブレットと JSP をアクセスポイントにする構成と同じです。
「3.4.2 サーブ
レットと JSP をアクセスポイントに使用する構成（インプロセス HTTP サーバを使用す
る場合）」を参照してください。

3.7.3

CORBA ネーミングサービスを利用した負荷分散
（Session Bean と Entity Bean の場合）

アクセスポイントになるコンポーネントが Session Bean または Entity Bean の場合に，
J2EE サーバ内（インプロセス）の CORBA ネーミングサービスのラウンドロビン検索
機能を使用して負荷を分散する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，Session Bean また
は Entity Bean の場合に使用できる構成です。クライアントは，EJB クライアントアプ
リケーションです。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に登録
した論理ネーミングサービスから，オブジェクトリファレンスをラウンドロビン方式で
ルックアップすることで，リクエストの振り分け先を分散します。ただし，それぞれの
J2EE サーバでは同じ名前（同じ別名）で Session Bean および Entity Bean を開始して
おく必要があります。
なお，EJB クライアントアプリケーションは，ラウンドロビン方式で J2EE サーバ内の
ネーミングサービスをルックアップしたあと再度ネーミングサービスをルックアップす
るまでの間は，同じ J2EE サーバにアクセスします。
Session Bean と Entity Bean を対象にした負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-38

Session Bean と Entity Bean を対象にした負荷分散の構成の例

特徴
• Session Bean と Entity Bean のスケーラビリティと可用性を確保できます。
• アプリケーションサーバを複数用意して，EJB クライアントからラウンドロビン
方式で CORBA ネーミングサービスを選択してアクセスすることで，負荷を分散
できます。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合，EJB クライアントアプリケーションでは，J2EE サーバの終了を
検出したあと，該当するアプリケーションサーバにアクセスしません。このため，
システムの縮退運転ができます。
リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EE サーバ上の Session Bean と Entity Bean へのリクエ
ストは，EJB クライアントアプリケーションから送られます。その際，EJB クライ
アントアプリケーションでは，J2EE サーバ内のネーミングサービスをラウンドロ
ビン方式で選択して，オブジェクトリファレンスをルックアップします。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
CORBA ネーミングサービスを使用して負荷を分散する場合にそれぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスは，Session Bean と Entity Bean をアクセスポイン
トにする構成と同じです。
「3.4.3 Session Bean と Entity Bean をアクセスポイントに
使用する構成」を参照してください。

3.7.4

CTM を利用した負荷分散（Stateless Session Bean の
場合）

アクセスポイントになるコンポーネントが Stateless Session Bean の場合に，CTM に
よって負荷を分散する構成です。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが Stateless Session
Bean の場合に，CTM を使用して実現する構成です。ここでは，クライアントが EJB ク
ライアントアプリケーションの場合について説明します。
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に登録したグローバル
CORBA ネーミングサービスからオブジェクトリファレンスをラウンドロビン方式で
ルックアップすることで，リクエストの振り分け先を分散します。ただし，それぞれの
J2EE サーバでは同じ名前（同じ別名）で Stateless Session Bean を開始しておく必要
があります。
Stateless Session Bean を対象にした CTM による負荷分散の構成の例を次の図に示しま
す。
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図 3-39

Stateless Session Bean を対象にした CTM による負荷分散の構成の例

特徴
• Stateless Session Bean の負荷の均衡を実現して，高い可用性を確保できます。
• EJB クライアントからのラウンドロビン方式によるグローバル CORBA ネーミン
グサービスのルックアップと，CTM によるリクエストの振り分けによって，
J2EE サーバ間の負荷均衡が実現できます。
• Stateless Session Bean のスケールアウトが容易に実現できるので，アプリケー
ションサーバの稼働率を向上できます。
• 特定の J2EE サーバにトラブルが発生した場合，CTM によってほかの J2EE サー
バにリクエストをスケジューリングすることで，システムの縮退運転ができます。
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また，EJB クライアントアプリケーションからは，トラブルを検知した J2EE
サーバにはアクセスされません。
リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EE サーバ上の Stateless Session Bean へのリクエスト
は，EJB クライアントから CTM 経由で送られます。その際，EJB クライアント
は，グローバル CORBA ネーミングサービスから Stateless Session Bean の
EJBHome オブジェクトリファレンスの名前をルックアップします。そのあと，リ
クエストは CTM によって，適切なアプリケーションサーバ上の J2EE サーバに振
り分けられます。
CTM を使用して負荷を分散する場合，グローバル CORBA ネーミングサービスを独立し
たマシンに配置することもできます。このとき，グローバル CORBA ネーミングサービ
スを配置したマシンを，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を配置したシステムの構成を次の図に示します。
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図 3-40

Stateless Session Bean を対象にした CTM による負荷分散の構成の例（統合
ネーミングスケジューラサーバを配置した場合）

特徴
• Stateless Session Bean の負荷の均衡を実現して，高い可用性を確保できます。
• 統合ネーミングスケジューラサーバのレプリカを作成して複数配置することで，
ネーミングサービスの可用性を確保できます。
• EJB クライアントからのラウンドロビン方式によるグローバル CORBA ネーミン
グサービスのルックアップと，CTM によるリクエストの振り分けによって，
J2EE サーバ間の負荷均衡が実現できます。
• Stateless Session Bean のスケールアウトが容易に実現できるので，アプリケー
ションサーバの稼働率を向上できます。スケールアウト時に，EJB クライアント
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で定義したグローバル CORBA ネーミングサービスのリストを変更する必要はあ
りません。
• 特定の J2EE サーバにトラブルが発生した場合，CTM によってほかの J2EE サー
バにリクエストをスケジューリングすることで，システムの縮退運転ができます。
EJB クライアントアプリケーションからは，トラブルを検知した J2EE サーバに
はアクセスされません。
• EJB クライアントは，統合ネーミングスケジューラサーバ上のグローバル
CORBA ネーミングサービスから Stateless Session Bean の EJBHome オブジェ
クトリファレンスの名前をルックアップします。そのあと，アプリケーション
サーバの CTM デーモンに処理が振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
CTM を使用して負荷を分散する場合に，それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動
するプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterprise をインストールす
る必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
● グローバル CORBA ネーミングサービス
● CTM のプロセス群（CTM デーモンおよび CTM レギュレータ）
● CTM ドメインマネジャ
● スマートエージェント
（b） 統合ネーミングスケジューラサーバマシン
統合ネーミングスケジューラサーバを配置するシステム構成の場合，統合ネーミングス
ケジューラサーバマシンには，Application Server Enterprise をインストールする必要
があります。
起動するプロセスは次のとおりです。J2EE サーバを起動する必要はありません。
● グローバル CORBA ネーミングサービス
● CTM のプロセス群（CTM デーモン）
● CTM ドメインマネジャ
● スマートエージェント
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● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） EJB クライアントマシン
EJB クライアントマシンには，Application Server Standard，Application Server
Enterprise，または uCosminexus Client（Windows の場合）をインストールする必要
があります。
起動するプロセスは EJB クライアントアプリケーションのプロセスです。
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3.8 サーバ間で非同期通信をする場合の構成を
検討する
この節では，サーバ間で Message-driven Bean を使用して非同期通信をする場合のシス
テム構成について説明します。アクセスポイントは Message-driven Bean になります。
Message-driven Bean を使って非同期通信をするシステム構成としては，TP1/Message
Queue を使用するシステム構成と，Cosminexus RM を使用するシステム構成がありま
す。Cosminexus RM は，Application Server の構成ソフトウェアです。なお，
Cosminexus RM を使用したシステムでは，Message-driven Bean のインスタンスプー
ルを使用した負荷分散はできません。

3.8.1

Message-driven Bean をアクセスポイントに使用する
場合の構成（TP1/Message Queue を使用する場合）

ここでは，クライアントとして，TP1/Message Queue が動作している Message Queue
サーバを使用する場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
最も基本的なメッセージ駆動型のシステムの一つです。
TP1/Message Queue を使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を次の図に
示します。
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図 3-41

メッセージ駆動型のシステム構成の例（TP1/Message Queue を使用する場合）

特徴
クライアントに，TP1/Message Queue にメッセージを送信する Message Queue ク
ライアントアプリケーションと TP1/Message Queue を使用します。なお，Message
Queue クライアントアプリケーションとは，JMS インタフェースを使用する J2EE
アプリケーションです。
リクエストの流れ
アクセスポイントである Message-driven Bean は，サーバ側のアプリケーション
サーバの J2EE サーバ上で動作します。リソースアダプタである TP1/Message
Queue - Access のライブラリは，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EE サー
バ，およびクライアント側のアプリケーションサーバの J2EE サーバ上で動作しま
す。
クライアント側のアプリケーションサーバの J2EE アプリケーションからのリクエ
スト（メッセージ）は，TP1/Message Queue 経由で送られ，サーバ側のアプリケー
ションサーバ上の Message-driven Bean を呼び出します。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，
「3.6 トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
（a） アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）
アプリケーションサーバマシン（サーバ側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standard または Application Server Enterprise，および TP1/
Message Queue - Access をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） Message Queue サーバマシン
Message Queue サーバマシンには，TP1/Message Queue をインストールする必要があ
ります。
起動する必要があるプロセスは，TP1/Message Queue のプロセスです。
（c） アプリケーションサーバマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）
クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standard または Application Server Enterprise，および TP1/
Message Queue - Access をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（d） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
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3.8.2

Message-driven Bean をアクセスポイントに使用する
場合の構成（Cosminexus RM を使用する場合）

ここでは，クライアントとして，Cosminexus RM と連携しているデータベース
（HiRDB または Oracle）を使用する場合の構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
最も基本的なメッセージ駆動型のシステムの一つです。
Cosminexus RM を使用する場合のメッセージ駆動型のシステム構成の例を次の図に示し
ます。
図 3-42

特徴
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メッセージ駆動型のシステム構成の例（Cosminexus RM を使用する場合）

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

クライアントに，Cosminexus RM にメッセージを送信する Cosminexus RM のクラ
イアントアプリケーションとデータベースサーバを使用します。なお，Cosminexus
RM クライアントアプリケーションとは，JMS インタフェースを使用する J2EE ア
プリケーションです。
リクエストの流れ
アクセスポイントである Message-driven Bean は，サーバ側のアプリケーション
サーバの J2EE サーバ上で動作します。リソースアダプタである Cosminexus RM
のライブラリは，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EE サーバ上，およびク
ライアント側のアプリケーションサーバの J2EE サーバ上で動作します。
クライアント側のアプリケーションサーバの J2EE アプリケーションからのリクエ
スト（メッセージ）はデータベース上に実現されたキュー経由で送られ，サーバ側
のアプリケーションサーバ上の Message-driven Bean を呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。なお，
リソースに接続するためのプロセスについては，
「3.6 トランザクションの種類を検討
する」を参照してください。
（a） サーバ側のアプリケーションサーバマシン
サーバ側のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（b） データベースサーバマシン
データベースサーバマシンには，HiRDB または Oracle をインストールする必要があり
ます。
起動する必要があるプロセスは，HiRDB または Oracle のプロセスです。
（c） クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）
クライアントマシン（クライアント側のアプリケーションサーバマシン）には，
Application Server Standard または Application Server Enterprise をインストールする
必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
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● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（d） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server

3.8.3

Message-driven Bean のインスタンスプールを利用し
た負荷分散（TP1/Message Queue を使用する場合）

アクセスポイントになるコンポーネントが Message-driven Bean の場合に，J2EE サー
バごとの Message-driven Bean のインスタンスのプール数に応じて負荷を分散する構成
について説明します。
なお，この構成によって負荷を分散できるのは，TP1/Message Queue を使用して
Message-driven Bean にアクセスする場合だけです。Cosminexus RM を使用して
Message-driven Bean にアクセスする場合は，Message-driven Bean のインスタンス
プールを利用した負荷分散はできません。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが Message-driven
Bean である，メッセージ駆動型のシステムで使用できる構成です。Message Queue ク
ライアントからのメッセージが Message Queue サーバ上の TP1/Message Queue の
キューに到着すると，J2EE サーバ上でプールされている Message-driven Bean のイン
スタンス数に応じて，Message-driven Bean が呼び出されます。
Message-driven Bean を対象にした負荷分散の構成の例を次の図に示します。
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図 3-43

Message-driven Bean を対象にした負荷分散の構成の例

特徴
• Message-driven Bean の負荷分散を実現して，高い可用性を確保できます。
• アプリケーションサーバを複数用意することで，アプリケーションサーバの負荷
を分散できます。
• サーバ側のアプリケーションサーバで障害が発生した場合やアプリケーション
サーバのメンテナンスが必要な場合，TP1/Message Queue から該当するアプリ
ケーションサーバ上の J2EE サーバにはアクセスしません。このため，縮退運転
ができます。
リクエストの流れ
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アクセスポイントであるサーバ側のアプリケーションサーバの J2EE サーバ上の
Message-driven Bean へのリクエスト（メッセージ）は，クライアント側のアプリ
ケーションサーバの J2EE サーバ上で動作する J2EE アプリケーションから，TP1/
Message Queue 経由で送られます。TP1/Message Queue にメッセージが到着する
と，サーバ側のアプリケーションサーバの J2EE サーバ上の Message-driven Bean
が呼び出されます。その際，Message-driven Bean のインスタンスプールのプール
数に応じて，リクエストが振り分けられます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
Message-driven Bean のインスタンスプールを使用して負荷を分散する場合に必要なソ
フトウェアと起動するプロセスは，Message-driven Bean をアクセスポイントにする構
成と同じです。「3.8.1

Message-driven Bean をアクセスポイントに使用する場合の構

成（TP1/Message Queue を使用する場合）
」を参照してください。
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3.9 運用管理プロセスの配置を検討する
この節では，運用管理に使用するプロセスである，Management Server の配置について
説明します。
ここでは，次の構成を説明します。
● 運用管理サーバに Management Server を配置する構成（運用管理サーバモデル）
● マシン単位に Management Server を配置する構成（ホスト単位管理モデル）
● コマンドを使用して運用する構成
なお，運用管理サーバモデルで Management Server を配置したマシンを，運用管理
サーバといいます。

3.9.1 運用管理サーバに Management Server を配置する構
成
Management Server を利用して運用する場合に，ドメイン内に一つ運用管理サーバを配
置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
複数のアプリケーションサーバで構成されるシステムで，ドメイン内に運用管理サーバ
マシンを配置する構成です。Management Server であらかじめ定義したドメイン（運用
管理ドメイン）内の運用管理および監視が実現できます。運用管理サーバマシンの
Management Server は，それぞれのアプリケーションサーバに配置した運用管理エー
ジェントと協調して，運用管理操作を実行します。
運用管理サーバに Management Server を配置する構成の例を次の図に示します。なお，
この例では，接続するリソースマネジャについては省略しています。
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図 3-44

運用管理サーバに Management Server を配置する構成の例

特徴
• システムの一括運用に適しています。
• 独立した運用管理サーバ用のマシンを用意することをお勧めします。ただし，シ
ステム内の一つのアプリケーションサーバ内に Management Server を配置するこ
ともできます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
運用管理サーバに Management Server を配置する構成の場合に，それぞれのマシンに
必要なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。
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（a） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server

ポイント
運用管理サーバマシンを用意できないときは，ドメイン内のどれかのアプリケーションサー
バが運用管理サーバを兼ねるシステム構成にもできます。
この場合は，運用管理サーバにするアプリケーションサーバマシンに，Management
Server のプロセスを配置してください。

（b） アプリケーションサーバマシン
運用管理サーバで運用管理するために，それぞれのアプリケーションサーバマシンで起
動するプロセスは次のとおりです。
● 運用管理エージェント
これ以外にアプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，
使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソ
フトウェアとプロセスを配置してください。

3.9.2 マシン単位に Management Server を配置する構成
Management Server を利用して運用する場合に，それぞれのアプリケーションサーバマ
シンに Management Server を配置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
複数のアプリケーションサーバで構成されるシステムで，Management Server をそれぞ
れのアプリケーションサーバマシンに配置する構成です。アプリケーションサーバ単位
の運用管理および監視が実行できます。Management Server は，運用管理エージェント
と協調して，運用管理操作を実行します。
マシン単位に Management Server を配置する構成の例を次の図に示します。なお，こ
の例では，接続するリソースマネジャについては省略しています。
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図 3-45

マシン単位に Management Server を配置する構成の例

特徴
• アプリケーションサーバ単位の運用に適しています。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
マシン単位に Management Server を配置する構成の場合に，それぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
マシン単位の運用管理をするためにそれぞれのアプリケーションサーバマシンで起動す
るプロセスは次のとおりです。
● Management Server

96

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

● 運用管理エージェント
これ以外にアプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，
使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソ
フトウェアとプロセスを配置してください。

3.9.3 コマンドで運用する場合の構成
Management Server を利用しないで運用する場合の構成について説明します。
Management Server を利用しない場合は，定義ファイルの編集や，サーバ管理コマンド
の実行などによって，アプリケーションサーバを運用します。このとき，それぞれのア
プリケーションサーバに，運用管理エージェントおよび Management Server は不要で
す。Cosminexus 以外の運用支援ソフトウェアなどを使用してシステムを管理する場合
に，この構成を検討してください。
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3.10 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
この節では，SFO サーバを使用してセッション情報の引き継ぎを実現するためのシステ
ム構成について説明します。
この構成は，J2EE サーバが負荷分散機によって冗長化されていることが前提です。
SFO サーバは，システムに一つまたは複数配置できます。SFO サーバにトラブルが発生
した場合の影響範囲を小さくするために，一つの J2EE アプリケーションに対して一つ
の SFO サーバを配置することをお勧めします。

3.10.1

SFO サーバがシステムに複数存在する構成

SFO サーバがシステムに複数存在する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作する J2EE アプリケーションごとに，SFO サーバを用意します。
J2EE アプリケーションと SFO サーバを 1:1 にすることをお勧めします。これによって，
SFO サーバにトラブルが発生した場合の影響を最小限に抑えられます。これに対して，
複数の J2EE アプリケーションに対して一つの SFO サーバを配置した場合，SFO サー
バにトラブルが発生したときには，その SFO サーバに対応するすべての J2EE アプリ
ケーションのセッション情報が引き継げなくなります。
SFO サーバ上では，SFO サーバアプリケーションが動作しています。
システムに複数の SFO サーバが存在する場合の構成の例を次の図に示します。この例で
は，SFO サーバは J2EE サーバと異なるマシン上に配置されています。この構成の場
合，SFO サーバを配置したマシンを，セッションフェイルオーバサーバといいます。
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図 3-46

SFO サーバがシステムに複数存在する構成の例

特徴
• 特定の J2EE サーバでトラブルが発生した場合に，セッション情報をほかの
J2EE サーバに引き継げます。
• SFO サーバにトラブルが発生した場合も，対応する J2EE アプリケーションだけ
に影響範囲を抑えられます。
リクエストの流れ
SFO サーバでは，J2EE サーバ上のグローバルセッション情報が冗長化されて管理
されています。
J2EE サーバがリクエストを受け付けてセッションが確立された時点で，J2EE サー
バ上の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
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セッション情報にロックが掛けられます。J2EE アプリケーションの処理が完了す
ると，J2EE サーバ上のグローバルセッション情報の内容に合わせて SFO サーバ上
のグローバルセッション情報が更新されます。そのあとで，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のロックが解
除されます。
J2EE サーバにトラブルが発生した場合は，別な J2EE サーバから SFO サーバ上の
グローバルセッション情報が取得され，セッション情報が引き継がれます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
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ソフトウェアと起動するプロセ
スは，使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必
要なソフトウェアとプロセスを配置してください。
（b） セッションフェイルオーバサーバマシン
セッションフェイルオーバサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● SFO サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。

3.10.2

SFO サーバがシステムに一つだけ存在する構成

SFO サーバがシステムに一つだけ存在する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作する複数の J2EE アプリケーションに対して，一つの SFO サーバ
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を用意します。
SFO サーバ上では，SFO サーバアプリケーションが動作しています。
システムに SFO サーバが一つだけ存在する場合の構成の例を次の図に示します。なお，
この例では，SFO サーバは J2EE サーバと異なるマシン上に配置されています。
図 3-47

SFO サーバがシステムに一つだけ存在する構成の例（セッションフェイルオー
バサーバを配置した場合）

特徴
• 特定の J2EE サーバでトラブルが発生した場合に，セッション情報をほかの
J2EE サーバに引き継げます。
• SFO サーバにトラブルが発生した場合は，システム上のすべての J2EE アプリ
ケーションでセッション情報が引き継げなくなります。
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リクエストの流れ
SFO サーバでは，J2EE サーバ上のグローバルセッション情報が冗長化されて管理
されています。
J2EE サーバがリクエストを受け付けてセッションが確立された時点で，J2EE サー
バ上の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
セッション情報にロックが掛けられます。J2EE アプリケーションの処理が完了す
ると，J2EE サーバ上のグローバルセッション情報の内容に合わせて SFO サーバ上
のグローバルセッション情報が更新されます。そのあとで，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のロックが解
除されます。
J2EE サーバにトラブルが発生した場合は，別な J2EE サーバから SFO サーバ上の
グローバルセッション情報が取得され，セッション情報が引き継がれます。
なお，SFO サーバは，J2EE サーバと同じマシンにも配置できます。
SFO サーバを J2EE サーバと同じマシンに配置する構成の例を次の図に示します。
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図 3-48

SFO サーバを J2EE サーバと同じマシンに配置する構成の例

特徴およびリクエストの流れについては，別なマシンとしてセッションフェイルオーバ
サーバを配置する場合と同様です。

！

注意事項
この構成の場合，J2EE サーバのプロセス障害には対応できますが，アプリケーションサー
バ 1 でハードウェア障害が発生した場合には対応できません。アプリケーションサーバで発
生するハードウェア障害に対応するためには，SFO サーバを別のマシンに配置してくださ
い。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
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（a） アプリケーションサーバマシン
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ソフトウェアと起動するプロセ
スは，使用する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必
要なソフトウェアとプロセスを配置してください。
なお，SFO サーバを J2EE サーバと同じマシンに配置する場合は，次のプロセスを起動
してください。
● SFO サーバ
（b） セッションフェイルオーバサーバマシン
セッションフェイルオーバサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● SFO サーバ
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
なお，SFO サーバを J2EE サーバと同じマシンに配置する場合は，このマシンは不要で
す。
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。
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3.11 クラスタソフトウェアを使用した障害時
の系切り替えを検討する
この節では，クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えを実現するためのシ
ステム構成について説明します。
Cosminexus のシステムでは，OS ごとに，次のクラスタソフトウェアを使用できます。
● Windows の場合
Microsoft Cluster Service
● AIX，HP-UX または Linux の場合
HA モニタ
● 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。
Cosminexus で構築するシステムでは，クラスタソフトウェアを使用して，次に示す構
成を実現できます。なお，これらの構成は，Management Server を利用して運用するこ
とが前提になります。
● 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
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を起動して処
理を切り替えます。トランザクションサービスを使用しない場合と使用する場合で，
共有ディスク装置の要否が異なります。なお，Microsoft Cluster Service を使用する
場合は，トランザクションサービスを使用しない場合も，共有ディスク装置が必要で
す。
● 運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成
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を起動して処理を切り替えます。
● アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互スタンバイにする構成
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1：1 にする構成の一つです。それぞれ
のアプリケーションサーバに同じ種類の J2EE サーバを配置して，異なる J2EE サー
バを起動しておくことで，それぞれのアプリケーションサーバが実行系として動作し
ながらお互いの待機系として機能します。どちらか一方の系に障害が発生すると，も
う一方の系に切り替えられます。これによって，少ない台数のアプリケーションサー
バマシンで，むだの少ない運用が可能になります。
この構成では，それぞれのアプリケーションサーバマシンで Management Server を
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起動して，それぞれに異なる運用管理ドメインを管理します。
● N 台の実行系に対して 1 台の待機系を用意する構成（リカバリ専用サーバを使用する
構成）
この構成は，J2EE サーバを冗長化した構成でグローバルトランザクションを使用す
る場合に，特定の J2EE サーバにトラブルが発生したときにトランザクションを決着
するためのシステム構成です。
N 台の J2EE サーバを冗長化するためには，負荷分散機などを使用します。

3.11.1 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（トランザクションサービスを使用しない場
合）
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成の場合に，トランザクショ
ンサービスを使用しないときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
ローカルトランザクションを使用する場合など，トランザクションサービスを使用しな
い場合のシステム構成です。
なお，ここでは，アプリケーションサーバを系切り替えする場合の構成を示します。運
用管理サーバを系切り替えする場合の構成については，「3.11.3 運用管理サーバの実行
系と待機系を 1:1 にする構成」を参照してください。
トランザクションサービスを使用しない場合の構成の例を次の図に示します。
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図 3-49

クラスタソフトウェアを使用して実行系と待機系を 1:1 にする場合のシステム
構成の例（トランザクションサービスを使用しない場合）

特徴
• 実行系と待機系は 1：1 で構成します。
• HA モニタを使用する場合は，共有ディスク装置は不要です。Microsoft Cluster
Service を使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。図 3-49 は，HA モニ
タの場合の構成です。
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• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。
• Management Server をアプリケーションサーバと同じマシンに配置する場合につ
いては，
「3.11.3 運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成」を参照し
てください。
リクエストの流れ
クライアントからは，実行系，待機系のアプリケーションサーバは，合わせて 1 台
として認識されます。リクエストは，すべて実行系のアプリケーションサーバに送
信されます。
系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行さ
れます。系切り替えは，OS，または運用管理エージェントがダウンした場合に実行
されます。なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場
合や，これ以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生
した場合も，系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系のアプリケーションサーバの運用管理エージェ
ント，およびそれまで停止していたプロセスが起動されます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン（実行系）
クラスタソフトウェアを使用する場合に必ず起動するプロセスは次のとおりです。
● 運用管理エージェント
これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。
（b） アプリケーションサーバマシン（待機系）
待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアの構成は，実
行系と一致させてください。ただし，系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しま
せん。
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
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（d） クライアントマシン
クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。
Web クライアント構成の場合
Web ブラウザ
EJB クライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windows の場合）
，Application Server Standard または
Application Server Enterprise

3.11.2 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（トランザクションサービスを使用する場合）
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成の場合に，トランザクショ
ンサービスを使用するときの構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
グローバルトランザクションを使用する場合など，トランザクションサービスを使用す
る場合のシステム構成です。この場合，共有ディスク装置が必要です。
なお，ここでは，アプリケーションサーバを系切り替えする場合の構成を示します。運
用管理サーバを系切り替えする場合の構成については，
「3.11.3 運用管理サーバの実行
系と待機系を 1：1 にする構成」を参照してください。
トランザクションサービスを使用する場合の構成の例を次の図に示します。
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図 3-50

クラスタソフトウェアを使用してアプリケーションサーバの実行系と待機系を
1:1 にする場合のシステム構成の例（トランザクションサービスを使用する場
合）

特徴
• 実行系と待機系は 1：1 で構成します。
• 共有ディスク装置が必要です。
• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。
• Management Server をアプリケーションサーバと同じマシンに配置する場合につ
いては，
「3.11.3 運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成」を参照し
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てください。
リクエストの流れ
クライアントからは，実行系，待機系のアプリケーションサーバは，合わせて 1 台
として認識されます。リクエストは，すべて実行系のアプリケーションサーバに送
信されます。
系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行さ
れます。系切り替えは，OS，または運用管理エージェントがダウンした場合に実行
されます。なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場
合や，これ以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生
した場合も，系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系のアプリケーションサーバの運用管理エージェ
ント，およびそれまで停止していたプロセスが起動されます。なお，トランザク
ション情報については，共有ディスクに格納されていた情報が引き継がれます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスは，トランザクションサービスを利
用しない場合と同じです。

3.11.3 運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成
運用管理サーバを系切り替えの対象にする場合の構成について説明します。運用管理
サーバの実行系と待機系を 1：1 にします。

（1） システム構成の特徴
運用管理サーバの実行系と待機系を 1：1 にする場合の構成の例を次に示します。なお，
この例は，運用管理サーバをアプリケーションサーバとは別のマシンとして構築してい
ますが，アプリケーションサーバと同じマシンに Management Server を配置している
場合も，同じように系切り替えができます。この場合は，Management Server と論理
サーバを同じ系に含めます。
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図 3-51

クラスタソフトウェアを使用して運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にす
る場合のシステム構成の例

特徴
• 実行系と待機系は 1：1 で構成します。それぞれのマシンに Management Server
を配置します。
• Microsoft Cluster Service を使用する場合は，共有ディスク装置が必要です。
系切り替えの流れ
実行系の運用管理サーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行されます。
系切り替えは，OS，または Management Server がダウンした場合に実行されます。
なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行した場合や，これ
以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象が発生した場合も，
系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系の運用管理サーバの運用管理エージェントおよ
び Management Server のプロセスが起動されます。
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（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用する機能に
応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェアとプ
ロセスを配置してください。
（b） 運用管理サーバマシン（実行系）
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（c） 運用管理サーバマシン（待機系）
待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアの構成は，実
行系と一致させてください。ただし，系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しま
せん。
（d） クライアントマシン
クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。
Web クライアント構成の場合
Web ブラウザ
EJB クライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windows の場合）
，Application Server Standard または
Application Server Enterprise

3.11.4 アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互ス
タンバイにする構成
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構成について説明
します。この構成を，相互スタンバイ構成といいます。また，この構成で構築されたシ
ステムを，相互系切り替えシステムといいます。

（1） システム構成の特徴
この構成は，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の一つです。ただし，待機系のアプリケー
ションサーバを停止させておくのではなく，実行系とは異なる J2EE サーバを動作させ
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ておきます。これを，相互スタンバイといいます。
それぞれのアプリケーションサーバに同じ種類の J2EE サーバを配置して，異なる
J2EE サーバを起動しておくことで，それぞれのアプリケーションサーバが現用系として
動作しながらお互いの予備系として機能します。どちらかのマシンに障害が発生した場
合は，系が切り替えられ，もう片方のアプリケーションサーバマシンで両方の J2EE
サーバの処理が実行されるようになります。
この構成は，次のことが前提になります。
● CORBA ネーミングサービスはインプロセスで起動されていること
● グローバルトランザクションを使用する場合，トランザクションのステータスファイ
ルは共有ディスクに格納されていること
● Management Server を利用して運用していること
Management Server は，アプリケーションサーバと同じマシンに，一つずつ配置して，
両方のホストで起動します。それぞれの Management Server は，別の運用管理ドメイ
ンを管理します。それぞれの運用管理ドメインの範囲は，Management Server が配置さ
れているアプリケーションサーバマシン内です。
相互系切り替えシステムの構成の例を次の図に示します。この例は，トランザクション
サービスを使用する例です。共有ディスクは，トランザクションサービスを使用する場
合にだけ必要です。
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図 3-52

相互系切り替えシステムの構成の例（トランザクションサービスを使用する場
合）

特徴
• 実行系と待機系は 1：1 で構成します。それぞれのマシンに Management Server
を配置します。
• 一つの運用管理ドメイン（一つのマシン）内に，二つの仮想ホストを定義します。
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それぞれの仮想ホストを，実行系のアプリケーションサーバのホスト，待機系の
アプリケーションサーバのホストとして，システムを構築します。
• 運用管理ドメイン内のそれぞれの仮想ホストは，一つの運用管理エージェントで
起動・停止を制御されます。ただし，それぞれの仮想ホストには実際に運用に使
用される IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられているため，見かけ
上異なるホスト上で動作しているように定義されています。
• 各アプリケーション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 アドレスを使用します。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は，共有ディスク装置が必要です。
共有ディスクは，仮想ホストごとに必要です。
• 図 3-52 の場合，仮想ホスト単位に LAN を分けていますが，必須ではありません。
系切り替えの流れ
どちらかのアプリケーションサーバマシンに障害が発生すると，系切り替えが実行
されます。系切り替えは，OS，または運用管理エージェントに障害が発生した場合
に実行されます。なお，このほか，明示的に系切り替えを実行するコマンドを実行
した場合や，これ以外にクラスタソフトウェアが系切り替えの対象にしている事象
が発生した場合も，系切り替えが実行されます。
系切り替えが実行されると，待機系だった側のアプリケーションサーバマシンの運
用管理エージェントによって，それまで停止していた論理サーバのプロセスが起動
されます。
例えば，図 3-52 の場合に，アプリケーションサーバ 1 に障害が発生した場合は，ク
ラスタソフトウェアによってアプリケーションサーバ 2 への系切り替えが実行され，
アプリケーションサーバ 2 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 2 上の J2EE サーバ 1 およびそれ以外の論理サーバのプロセスが起動されま
す。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン（実行系 1 ／待機系 2）
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
相互系切り替えシステムのアプリケーションサーバマシンで必ず起動するプロセスは次
のとおりです。
● 運用管理エージェント
● Management Server
これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアおよびプロセスは，使用する
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機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェ
アとプロセスを配置してください。
なお，系切り替えの対象になるプロセスは，仮想ホスト 1 のプロセスだけを起動してく
ださい。
（b） アプリケーションサーバマシン（待機系 1 ／実行系 2）
待機系のアプリケーションサーバマシンにインストールするソフトウェアおよびプロセ
スの構成は，実行系 1 ／待機系 2 と一致させてください。
なお，系切り替えの対象になるプロセスは，仮想ホスト 2 のプロセスだけを起動してく
ださい。
（c） クライアントマシン
クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。
Web クライアント構成の場合
Web ブラウザ
EJB クライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windows の場合）
，Application Server Standard または
Application Server Enterprise

3.11.5 リカバリ専用サーバを使用する場合の構成（N:1 リカ
バリシステム）
N 台の実行系に対して 1 台の待機系（リカバリ専用サーバ）を用意する構成について説
明します。この構成を，N:1 リカバリシステムといいます。

（1） システム構成の特徴
この構成は，J2EE サーバを冗長化した構成でグローバルトランザクションを使用する場
合に，特定の J2EE サーバにトラブルが発生したときにトランザクションを解決してリ
ソースを解放するためのシステム構成です。N 台の J2EE サーバを冗長化するためには，
負荷分散機などを使用します。
次のことが前提になります。
● グローバルトランザクションを使用するシステムで利用されること
● CORBA ネーミングサービスはインプロセスで起動されていること
● トランザクションのステータスファイルは共有ディスクに格納されていること
● Management Server を利用して運用していること
なお，N:1 リカバリシステムで系切り替えの対象になるのは，アプリケーションサーバ
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です。
また，N:1 リカバリシステムを構成する場合，実行系で使用するリソースアダプタが，
待機系にも必要です。ここでは，リソースアダプタの配置とシステム構成の関係につい
て，次の 3 種類の構成を例として説明します。
● N 台の実行系マシンで，J2EE アプリケーションとリソースアダプタの構成がすべて
同じ場合
● N 台の実行系マシンで，J2EE アプリケーションの構成は異なり，リソースアダプタ
はすべて同一の場合
● N 台の実行系マシンで，J2EE アプリケーションとリソースアダプタの構成がすべて
異なる場合
次にそれぞれの構成の例を示します。
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図 3-53

N:1 リカバリシステムのシステム構成の例（N 台の実行系マシンで，J2EE アプ
リケーションとリソースアダプタの構成がすべて同じ場合）
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図 3-54

N:1 リカバリシステムのシステム構成の例（N 台の実行系マシンで，J2EE アプ
リケーションの構成は異なり，リソースアダプタはすべて同一の場合）
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図 3-55

N:1 リカバリシステムのシステム構成の例（N 台の実行系マシンで，J2EE アプ
リケーションとリソースアダプタの構成がすべて異なる場合）

特徴
• 実行系と待機系は N：1 で構成します。
• 共有ディスク装置が必要です。共有ディスク装置には実行系の個数（N 個）分の
ボリュームグループが必要です。
• CORBA ネーミングサービスはインプロセスで起動します。
• 待機系には，実行系と同じリソースアダプタが必要です。実行系の J2EE サーバ
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ごとに異なるリソースアダプタがインポートされている場合，待機系の J2EE
サーバにはそれらすべてをインポートする必要があります。
なお，待機系の J2EE サーバに J2EE アプリケーションは不要です。
• データベースがクラスタ構成になっている場合でも，アプリケーションサーバで
は仮想アドレス（論理アドレス）だけを認識していれば，接続できます。
系切り替えの流れ
実行系のアプリケーションサーバで起動されている J2EE サーバのうち，どれかの
J2EE サーバにトラブルが発生すると，クラスタソフトウェアによってリカバリ専
用サーバの J2EE サーバが起動され，トラブルが発生した J2EE サーバが使用して
いたトランザクションが決着されます。そのあとで，トラブルが発生した J2EE
サーバマシンのクラスタソフトウェアと，それに対応する待機系のクラスタサービ
スが停止されます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン（実行系）
実行系のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
クラスタソフトウェアを使用する場合に必ず起動するプロセスは次のとおりです。
● 運用管理エージェント
これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。
（b） アプリケーションサーバマシン（待機系）
待機系のアプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
また，実行系のアプリケーションサーバマシン上の J2EE サーバにインポートされてい
るすべてのリソースアダプタをインポートしてください。
なお，待機系のアプリケーションサーバマシンは，コールドスタンバイの状態になりま
す。
系切り替えが発生するまで，プロセスは起動しません。系切り替えが発生すると，J2EE
サーバのプロセスが，リカバリモードで起動されます。
（c） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
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起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server
（d） クライアントマシン
クライアントマシンには，次のソフトウェアをインストールしてください。
Web クライアント構成の場合
Web ブラウザ
EJB クライアント構成の場合
uCosminexus Client（Windows の場合）
，Application Server Standard または
Application Server Enterprise
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3.12 ファイアウォールを使用する構成を検討
する
この節では，ファイアウォールを使用して，セキュリティを確保するための構成につい
て説明します。
なお，ここでは，アクセスポイントになるコンポーネントの種類に応じたファイア
ウォールの配置位置について説明します。このほかのセキュリティの考え方については，
「5.

3.12.1

セキュアなシステムの検討」を参照してください。

サーブレットと JSP に対するファイアウォールの配
置

サーブレットと JSP に対するアクセスをファイアウォール経由にする構成について説明
します。

（1） システム構成の特徴
Web クライアント側から見たサーブレットと JSP の手前に，ファイアウォールを配置し
ます。
サーブレットと JSP に対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例を次の図
に示します。なお，この図は，Web サーバ連携の場合の例です。
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図 3-56

サーブレットと JSP に対するアクセスをファイアウォール経由にする構成

特徴
サーブレットと JSP に対するアクセスをファイアウォール経由にすることで，シス
テムへの第三者の不正侵入，アプリケーションで扱うデータの漏洩，および第三者
による不正な運用を防ぎます。
クライアントからのアクセスの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのアクセスは，すべてファイア
ウォール経由で実行されます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
ファイアウォールを使用する場合にアプリケーションサーバマシンおよびクライアント
マシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSP をアクセスポ
イントにする構成と同じです。
「3.4.1 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用
する構成（Web サーバ連携の場合）
」または「3.4.2 サーブレットと JSP をアクセスポ
イントに使用する構成（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）」を参照してくださ
い。
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3.12.2

Session Bean と Entity Bean に対するファイア
ウォールの配置

Session Bean と Entity Bean に対するアクセスをファイアウォール経由にする構成で
す。

（1） システム構成の特徴
EJB クライアント側から見た Session Bean と Entity Bean の手前に，ファイアウォー
ルを配置します。
Session Bean と Entity Bean に対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例
を次の図に示します。
図 3-57

Session Bean と Entity Bean に対するアクセスをファイアウォール経由にする
構成

特徴
Session Bean と Entity Bean に対するアクセスをファイアウォール経由にすること
で，システムへの第三者の不正侵入，アプリケーションで扱うデータの漏洩，およ
び第三者による不正な運用を防ぎます。
クライアントからのアクセスの流れ
Session Bean と Entity Bean に対する EJB クライアントからのアクセスは，すべ
てファイアウォール経由で実行されます。
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（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
ファイアウォールを使用する場合にアプリケーションサーバマシンおよびクライアント
マシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，Session Bean と Entity Bean をア
クセスポイントにする構成と同じです。
「3.4.3 Session Bean と Entity Bean をアクセ
スポイントに使用する構成」を参照してください。

3.12.3

リソースマネジャに対するファイアウォールの配置

リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成です。

（1） システム構成の特徴
アプリケーション側から見たリソースマネジャの手前に，ファイアウォールを配置しま
す。
リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成の例を次の図に
示します。
図 3-58

リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にする構成

特徴
リソースマネジャに対するアクセスをファイアウォール経由にすることで，システ
ムへの第三者の不正侵入，リソースマネジャで管理するデータの漏洩，および第三
者による不正な運用を防ぎます。
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クライアントからのアクセスの流れ
クライアントマシン上の Web ブラウザからのリクエストは，Web サーバ経由でサー
ブレットと JSP に送信されます。サーブレットと JSP は，ローカルで Session
Bean を呼び出します。Session Bean からデータベースへのアクセスが，ファイア
ウォール経由になります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
トランザクションの使用方法に応じたソフトウェアとプロセスを起動してください。詳
細は，「3.6 トランザクションの種類を検討する」を参照してください。

128

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

3.13 DMZ へのリバースプロキシの配置を検討
する
この節では，DMZ にリバースプロキシを配置してセキュリティを確保するための構成に
ついて説明します。
インターネットに接続するシステムの場合，ここで説明する構成を基に，リバースプロ
キシを配置する構成を検討してください。
なお，ここでは，使用する Web サーバの種類に応じた，リバースプロキシの配置につい
て説明します。このほかのセキュリティの考え方については，
「5. セキュアなシステム
の検討」を参照してください。

3.13.1

Web サーバ連携時のリバースプロキシの配置

Web サーバとの連携時に，リバースプロキシを配置する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
Web ブラウザとアプリケーションサーバの間に DMZ を確保して，リバースプロキシ
サーバを配置する構成です。
Web サーバ連携時に DMZ にリバースプロキシを配置する構成の例を次の図に示します。
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図 3-59

Web サーバ連携時に DMZ にリバースプロキシを配置する構成の例

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，
Web ブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。
• 通常，リバースプロキシ上には HTML などの静的コンテンツは配置しません。
リクエストの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのアクセスは，リバースプロキシモ
ジュールを組み込んだ Web サーバ，およびリダイレクタモジュールを組み込んだ
Web サーバ経由で実行されます。
また，ロードバランスクラスタを使用して負荷分散をする場合は，リバースプロキシ
サーバおよびアプリケーションサーバそれぞれに対して負荷分散機（レイヤ 5 スイッチ）
を使用して負荷分散を実行できます。
ロードバランスクラスタ構成の場合に，DMZ にリバースプロキシを配置する構成の例を
次の図に示します。
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図 3-60

Web サーバ連携時に DMZ にリバースプロキシを配置する構成の例（ロードバ
ランスクラスタ構成の場合）

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，
Web ブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。
• 通常，リバースプロキシ上には HTML などの静的コンテンツは配置しません。
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• リバースプロキシサーバおよびアプリケーションサーバへの負荷を分散してス
ケーラビリティと可用性を確保できます。
リクエストの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのアクセスは，一つ目の負荷分散
機，リバースプロキシモジュールを組み込んだ Web サーバ，二つ目の負荷分散機お
よびリダイレクタモジュールを組み込んだ Web サーバ経由で実行されます。
このとき，一つ目の負荷分散機は，Web ブラウザからのアクセスを，複数のリバー
スプロキシサーバに対して振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機は，
リバースプロキシサーバからのアクセスを，複数のアプリケーションサーバに対し
て振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機では，HTTP セッションのス
ティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけも制御します。
なお，HTTPS を使用する場合は，一つ目の負荷分散機のフロントに SSL アクセラレー
タを配置する必要があります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） リバースプロキシサーバマシン
リバースプロキシサーバマシンには，Hitachi Web Server をインストールします。
必ず起動するプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
この Web 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いる必要がありま
す。
（b） アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシン
アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシンに必
要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSP をアクセスポイントにす
る構成と同じです。「3.4.1

サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成

（Web サーバ連携の場合）」を参照してください。

3.13.2

インプロセス HTTP サーバ使用時のリバースプロキ
シの配置

インプロセス HTTP サーバを使用する場合にリバースプロキシを配置する構成について
説明します。
インターネットに接続するシステムでインプロセス HTTP サーバを使用する場合は，こ
こで示す構成を基に，必ず DMZ を確保して，リバースプロキシを配置する構成にしてく
ださい。
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（1） システム構成の特徴
Web ブラウザとアプリケーションサーバの間に DMZ を確保して，リバースプロキシ
サーバを配置する構成です。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合に DMZ にリバースプロキシを配置する構成
の例を次の図に示します。
図 3-61

インプロセス HTTP サーバを使用する場合に DMZ にリバースプロキシを配置
する構成の例

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバからだけになり，
Web ブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。
• 通常，リバースプロキシ上には HTML などの静的コンテンツは配置しません。
リクエストの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのアクセスは，リバースプロキシモ
ジュールを組み込んだ Web サーバ経由で実行されます。
また，ロードバランスクラスタを使用して負荷分散をする場合は，リバースプロキシ
サーバおよびアプリケーションサーバそれぞれに対して負荷分散機（レイヤ 5 スイッチ）
を使用して負荷分散を実行できます。
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ロードバランスクラスタ構成の場合に，DMZ にリバースプロキシを配置する構成の例を
次の図に示します。
図 3-62

インプロセス HTTP サーバを使用する場合に DMZ にリバースプロキシを配置
する構成の例（ロードバランスクラスタ構成の場合）

特徴
• アプリケーションサーバへのアクセスはリバースプロキシサーバだけからになり，
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Web ブラウザからアプリケーションサーバに直接アクセスされることを抑止でき
ます。
• 通常，リバースプロキシ上には HTML などの静的コンテンツは配置しません。
• リバースプロキシサーバおよびアプリケーションサーバへの負荷を分散してス
ケーラビリティと可用性を確保できます。
リクエストの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのアクセスは，一つ目の負荷分散
機，リバースプロキシモジュールを組み込んだ Web サーバ，および二つ目の負荷分
散機経由で実行されます。
このとき，一つ目の負荷分散機は，Web ブラウザからのアクセスを，複数のリバー
スプロキシサーバに対して振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機は，
リバースプロキシサーバからのアクセスを，複数のアプリケーションサーバに対し
て振り分けて負荷を分散します。二つ目の負荷分散機では，HTTP セッションのス
ティッキー（Sticky）やアフィニティ（Afinity）の関連づけも制御します。
なお，HTTPS を使用する場合は，一つ目の負荷分散機のフロントに SSL アクセラレー
タを配置する必要があります。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
（a） リバースプロキシサーバマシン
リバースプロキシサーバマシンには，Hitachi Web Server をインストールします。
必ず起動するプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
この Web 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いる必要がありま
す。
（b） アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシン
アプリケーションサーバマシン，運用管理サーバマシンおよびクライアントマシンに必
要なソフトウェアと起動するプロセスは，サーブレットと JSP をアクセスポイントにす
る構成と同じです。
「3.4.2 サーブレットと JSP をアクセスポイントに使用する構成
（インプロセス HTTP サーバを使用する場合）
」を参照してください。
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3.14 性能解析トレースファイルを出力するプ
ロセスを配置する
この節では，性能解析トレースファイルを出力するプログラムの配置について説明しま
す。このプロセスは，Cosminexus のシステムには必ず配置するプロセスです。アプリ
ケーションサーバマシンには必ず配置してください。EJB クライアントマシンへの配置
は任意です。
性能解析トレースファイルは，PRF デーモン（パフォーマンストレーサ）によって出力
されます。

（1） システム構成の特徴
PRF デーモンは，アプリケーションサーバおよび EJB クライアントアプリケーションを
実行するマシンに配置します。
PRF デーモンを配置する例を次の図に示します。
図 3-63

136

PRF デーモンを配置する例

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

特徴
• システム性能を解析するためのトレースファイルを出力できます。
• トレースファイルは，トラブルが発生した場合のエラー個所の特定に利用できま
す。
性能解析トレースを出力する仕組み
クライアントとサーバ間でリクエストを処理するときに，アプリケーションサーバ
または EJB クライアントアプリケーションの各機能レイヤは，性能解析情報をバッ
ファに出力します。PRF デーモンは，アプリケーションサーバまたは EJB クライ
アントアプリケーションの各機能レイヤがバッファに出力したトレース情報を，各
マシン内のファイルに出力します。ファイル出力されたトレース情報は，
Management Server を利用して収集できます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
性能解析トレースファイルを出力するために起動するプロセスは次のとおりです。
● PRF デーモン
これ以外にアプリケーションサーバに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用
する機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフト
ウェアとプロセスを配置してください。
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3.15 Cosminexus 以外の製品との連携を検討
する
この節では，Cosminexus 以外の製品と連携する場合のシステム構成について説明しま
す。
ここでは，次の構成について説明します。
● JP1 を使用して運用する場合の構成
運用管理プログラムとして JP1 を使用する場合の構成です。
● CTM ゲートウェイ機能を利用して EJB クライアント以外から Stateless Session
Bean を呼び出す構成
クライアントとして TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントを
使用する場合の構成です。

3.15.1

JP1 を使用して運用する場合の構成

JP1 を使用して運用する場合の運用管理プログラムの配置について説明します。
JP1/IM と連携する場合，またはカスタムジョブの定義やシナリオなど Cosminexus が提
供する機能を利用して JP1/AJS2 と連携する場合には，Management Server を利用して
運用していることが前提になります。「3.9.1

運用管理サーバに Management Server を

配置する構成」または「3.9.2 マシン単位に Management Server を配置する構成」を
参照して Management Server を利用するシステムの構成を決定した上で，JP1 のプロ
グラムを配置してください。JP1 との連携で必要なプログラムについては，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」の JP1 と連携したシステムの運用に関する説明を参照してく

ださい。
なお，JP1/AJS2 または JP1/AJS2 - SO を利用する場合に，Cosminexus の機能を使用
しないでジョブまたはシナリオの定義をするときには，Management Server を利用しな
くても連携できます。この場合は，「3.9.3

コマンドで運用する場合の構成」に示すシス

テムの構成を検討した上で，JP1 のマニュアルを参照して，システム構成を決定してく
ださい。

3.15.2

CTM ゲートウェイ機能を利用して EJB クライアント
以外から Stateless Session Bean を呼び出す構成

CTM を使用するシステムの場合，EJB クライアントのほか，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ます。
● TPBroker クライアント
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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。
これらのクライアントから 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，CTM の CORBA ／ OTM ゲートウェイ
機能についてのドキュメントを参照してください。
この構成では，TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントから J2EE
アプリケーションを呼び出すためのゲートウェイとしての機能を，CTM が提供します。
TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントから CTM 経由で J2EE ア
プリケーションを呼び出すシステム構成の例を次の図に示します。
図 3-64

TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントから CTM 経由で
J2EE アプリケーションを呼び出す構成の例

TPBroker クライアントまたは TPBroker OTM クライアントからのリクエストは，CTM
が提供するプロセス群を経由して，J2EE サーバ上の J2EE アプリケーションに渡され
ます。
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なお，CTM のプロセス群のうち，リクエストを受け付けるプロセスは，TPBroker クラ
イアントの場合と TPBroker OTM クライアントの場合で異なります。TPBroker クライ
アントの場合，CTM レギュレータプロセスによってリクエストが受け付けられます。
TPBroker OTM クライアントの場合，OTM ゲートウェイプロセスによってリクエスト
が受け付けられます。なお，CTM レギュレータプロセス，および OTM ゲートウェイプ
ロセスは，CTM デーモンを起動するときに，同時に起動されるプロセスです。
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3.16 任意のプロセスを運用管理の対象にする
この節では，ユーザが定義する任意のプロセスを，Management Server による運用管理
の対象とするためのシステム構成について説明します。
Management Server による運用管理の対象とする任意のプロセスを，論理サーバとして
定義したユーザサーバとして配置します。論理サーバとして定義したユーザサーバを論
理ユーザサーバといいます。論理ユーザサーバとして定義しておくと，Smart Composer
機能のコマンドを使用して，任意のプロセスを開始したり，停止したり，任意のプロセ
スのステータスを監視したりできるようになります。

（1） システム構成の特徴
このシステム構成は，Management Server で運用管理するシステムで，論理サーバとし
て定義したユーザサーバを配置する構成です。運用管理に使用する Management Server
は，運用管理サーバに配置することも，マシン単位に配置することもできます。
Management Server の配置については，「3.9 運用管理プロセスの配置を検討する」を
参照してください。
ユーザサーバを配置する構成の例を次の図に示します。この構成例では，アプリケー
ションサーバマシンでユーザ任意のプロセスを実行します。このユーザ任意のプロセス
を Management Server の運用管理の対象とするために，論理ユーザサーバとして定義
して，配置しています。
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図 3-65

ユーザサーバを配置する構成の例

特徴
• Management Server を利用して任意のプロセスを運用管理できます。

（2） それぞれのマシンで起動するプロセス
任意のプロセスをユーザサーバとして配置する構成の場合に，それぞれのマシンに必要
なソフトウェアと起動するプロセスについて説明します。
（a） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセスは，使用する
機能に応じたシステム構成ごとに異なります。使用する機能に応じて必要なソフトウェ
アとプロセスを配置してください。
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（b） 運用管理サーバマシン
運用管理サーバマシンには，Application Server Standard または Application Server
Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
● Management Server

143

3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行基盤）

3.17 そのほかの構成を検討する
この節では，前の節までに説明した以外の構成について説明します。

ポイント
この節で説明する構成は，旧バージョンとの互換性を保つための構成など，07-00 以降のシ
ステムでは推奨されていない互換用の構成です。07-00 以降の Application Server で新規に
システムを構成する場合は，前の節までに説明した構成を使用することをお勧めします。
互換用の構成と，同等の機能を実現できる 07-00 以降で推奨されている構成の対応につい
て，次の表に示します。

表 3-3 互換用の構成と推奨構成の対応
07-00 以降で推奨されてい
る構成

推奨されている構成についての参照
先

Web サーバとアプリケー
ションサーバを異なるマ
シンに配置する構成

リダイレクタモジュール
を組み込んだ Web サーバ
と J2EE サーバは同じマ
シンに配置することが推
奨されています。

• 3.4.1 サーブレットと JSP をア
クセスポイントに使用する構成
（Web サーバ連携の場合）
• 3.13.1 Web サーバ連携時のリ
バースプロキシの配置

リダイレクタを利用して
負荷分散する構成

サーブレット／ JSP に対
する負荷分散には負荷分
散機を使用することが推
奨されています。

• 3.7.1 Web サーバ連携時の負荷
分散機を利用した負荷分散（サー
ブレット／ JSP の場合）

CORBA ネーミングサービ
スをアウトプロセスで起
動する構成

CORBA ネーミングサービ
スはインプロセスで起動
することが推奨されてい
ます。

−※

互換用の構成

（凡例）−：該当しない。
3.4 〜 3.16 で説明したすべての構成で使用できます。

注※

このほかの互換用の構成については，「付録 A ベーシックモードの利用（互換機能）
」
および「付録 B サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）」を参照してくださ
い。

3.17.1

Web サーバとアプリケーションサーバを異なるマシ
ンに配置する構成

サーブレットと JSP がアクセスポイントになる，Web ベースのシステム構成について説
明します。ここでは，リダイレクタモジュールを組み込んだ Web サーバとアプリケー
ションサーバを異なるマシンに配置する場合について説明します。
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（1） システム構成の特徴
Web フロントシステムで，Web ブラウザから送信されたリクエストをアプリケーション
サーバで処理する場合に適用されるシステム構成です。
Web クライアント構成では，Web サーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに分
けて配置できます。Web サーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置した
Web クライアント構成の例を次の図に示します。
図 3-66

Web サーバとアプリケーションサーバを異なるマシンに配置した Web クライ
アント構成の例

特徴
HTML ファイルなどの静的なコンテンツを配置するマシンと，サーブレットや JSP
などの Web アプリケーションを実行するマシンを分けることで，パフォーマンスの
向上が図れます。静的コンテンツと Web アプリケーションを分けて配置する場合の
配置方法については，「6.7.1

静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切

り分ける」を参照してください。
リクエストの流れ
アクセスポイントであるサーブレットと JSP は，J2EE サーバ上で動作します。
Web ブラウザからのリクエストは，Web サーバ経由でアクセスポイントに送られ，
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サーブレットと JSP を呼び出します。

（2） それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。なお，リソー
スと接続するために必要なプロセスについては，「3.6

トランザクションの種類を検討

する」を参照してください。
（a） Web サーバマシン
Web サーバマシンには，次のどれかをインストールする必要があります。
● Application Server Standard
● Application Server Enterprise
● Web Redirector
必要なプロセスは次のとおりです。
● Web サーバ
● Management Server
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
Application Server Standard または Application Server Enterprise には，Web サーバ
である Hitachi Web Server が含まれています。Windows の場合，Web サーバに
Microsoft IIS を使用することもできます。この場合は，ソフトウェアとして Microsoft
IIS が必要です。
Web Redirector には，Web サーバは含まれていません。Hitachi Web Server または
Microsoft IIS が必要です。
（b） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または Application
Server Enterprise をインストールする必要があります。
必要なプロセスは次のとおりです。
● J2EE サーバ
● Management Server
● 運用管理エージェント
● PRF デーモン
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（c） Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。

3.17.2

リダイレクタを利用して負荷分散する構成

アクセスポイントになるコンポーネントがサーブレットまたは JSP の場合に，Web サー
バに登録したリダイレクタによって負荷を分散する構成について説明します。

（1） システム構成の特徴
J2EE サーバ上で動作するアプリケーションのアクセスポイントが，サーブレットまたは
JSP の場合に使用できる構成です。Web サーバに登録したリダイレクタで負荷を分散し
ます。リダイレクタの設定ファイルに対象となるアプリケーションサーバを登録するこ
とで実現できます。
リダイレクタを利用した負荷分散の構成の例を次の図に示します。
図 3-67

リダイレクタを利用した負荷分散の構成の例
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特徴
• サーブレットと JSP のスケーラビリティと可用性を確保できます。アプリケー
ションサーバを複数用意して，リダイレクタによってクライアントからのアクセ
スを分散することで，負荷を分散できます。
• リダイレクタを登録した Web サーバは，アプリケーションサーバとは異なるマシ
ン上に配置する必要があります。
• 特定のアプリケーションサーバでトラブルが発生した場合，またはメンテナンス
が必要な場合に，リダイレクタから該当するアプリケーションサーバへのアクセ
スを停止することで，システムの縮退運転ができます。

ポイント
負荷分散機を使用する方が，Web サーバを実行するマシンへの負荷を掛けないで，性能の高
い負荷分散を実現できます。

リクエストの流れ
アクセスポイントである J2EE サーバ上のサーブレットと JSP へのリクエストは，
Web ブラウザから Web サーバ経由で送られます。その際，Web サーバに登録され
ているリダイレクタは，ロードバランスクラスタの構成要素である J2EE サーバに
ラウンドロビン方式でリクエストを振り分けます。

（2） それぞれのマシンに必要なソフトウェアと起動するプロセス
リダイレクタを使用した負荷を分散する場合に必要なソフトウェアと起動するプロセス
は，サーブレットと JSP をアクセスポイントにする構成のうち，Web サーバとアプリ
ケーションサーバを分離して配置する構成と同じです。「3.17.1

Web サーバとアプリ

ケーションサーバを異なるマシンに配置する構成」を参照してください。

3.17.3

CORBA ネーミングサービスをアウトプロセスで起動
する構成

Application Server では，CORBA ネーミングサービスを J2EE サーバのインプロセスで
起動できますが，アウトプロセスでも起動できます。
CORBA ネーミングサービスをアウトプロセスで起動する構成の例を次の図に示します。
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図 3-68

CORBA ネーミングサービスをアウトプロセスで起動する構成の例

ただし，07-00 以降で新規にシステムを構築する場合は，CORBA ネーミングサービスは
インプロセスで起動することをお勧めします。インプロセスで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 J2EE サーバの起動に関する説明を
参照してください。
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3.18 Cosminexus のプロセスが使用する TCP/
UDP のポート番号
ここでは，Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポート番号について説明し
ます。
デフォルト値が「（浮動）
」のポートは，ポート番号を明示的に固定しない場合に
Cosminexus によって自動的に番号が付けられるポートです。
Cosminexus が使用する TCP/UDP のポート番号の説明を次の表に示します。なお，ご
使用の OS によっては，ネットワーク単位ではなくホスト単位でファイアウォールが設
定されているものがあります。これらのファイアウォールでは，localhost（127.0.0.1）
以外との通信は，同一ホスト内でもファイアウォールのフィルタリングの対象になる場
合があります。この場合は，ホスト内でしか通信しないポートであっても，フィルタで
通信を許可する設定にしてください。
表 3-4 Cosminexus が使用する TCP/UDP のポート番号
項
番
(1)

プロセス
J2EE サーバまた
は SFO サーバ

説明
EJB コンテナのリクエスト受付ポート。

デフォルト
値
（浮動）

(2)

管理用通信ポート。※

8080

(3)

Web サーバ（リダイレクタ）からのリクエスト受付ポー

8007

ト。※
(4)

トランザクションサービス使用時のトランザクションリカ
バリ処理通信ポート。
トランザクションサービス使用時に必要です。

20302

(5)

インプロセスで起動するネーミングサービスのリクエスト
受付ポート。

900

(6)

インプロセス HTTP サーバのリクエスト受付ポート。
インプロセス HTTP サーバを使用するときに必要です。

80

(7)

RMI レジストリのリクエスト受付ポート。

23152

(8)

共有キューを使用して複数システム間でのアプリケーショ
ン連携をする場合のイベント受信用ポート。

20351

(9)

稼働情報取得時のリクエスト受付ポート。

（浮動）
（浮動）

(10)

運用監視エージェ
ント

運用監視エージェントの通信用ポート。

(11)

スマートエージェ
ント

スマートエージェントの通信用ポート環境変数。
UDP による双方向通信に必要です。

(12)

ネーミングサービ
ス

ネーミングサービスのリクエスト受付ポート引数
（Cosminexus TPBroker が利用）。
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項
番

プロセス

(13)

運用管理エージェ
ント

運用管理エージェントが Management Server との通信に
使用するポート。

20295

(14)

Management
Server

Management Server の http ポート。

28080

(15)

Management Server の終了要求ポート。
ホスト内通信に必要です。

28005

(16)

Management Server の内部通信ポート。
ホスト内通信に必要です。

28009

Hitachi Web Server の http ポート。

80

Hitachi Web Server の https ポート。

443

(17)

Hitachi Web
Server

(18)

説明

デフォルト
値

(19)

サーバ管理コマン
ド

サーバ管理コマンドが J2EE サーバと通信するポート。

（浮動）

(20)

CTM レギュレー
タ

CTM レギュレータが EJB クライアントからのリクエスト
を受け付けるポートの基底値。基底値＋プロセス数だけ使
用します。
CTM 使用時に必要です。

（浮動）

(21)

CTM デーモン

CTM デーモンが EJB クライアントからのリクエストを受
け付けるポート。
CTM 使用時に必要です。

（浮動）

CTM デーモンがほかのデーモンや J2EE サーバなどと通信
するポート。
CTM 使用時に必要です。

20138

CTM ドメインマネジャがほかの CTM ドメインマネジャと
通信するポート。
CTM 使用時に，TCP および UDP 通信（ブロードキャス
ト）をするために必要です。

20137

(22)

(23)

CTM ドメインマ
ネジャ

注※

SFO サーバでは使用しません。

Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポート番号について，次の図に示しま
す。(x) は表の項番と対応しています。
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図 3-69

Cosminexus が使用する TCP/UDP のポート番号

ポート番号の指定個所を次の表に示します。表の項番は図中の項番と対応しています。
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表 3-5 Cosminexus が使用する TCP/UDP のポート番号の指定個所
項番
(1)

定義ファイル

パラメタ名※ 1

設定対象

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-server）

vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.por

(2)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

ejbserver.http.port

(3)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.port

(4)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-tier）

ejbserver.distributedtx.recovery.port

(5)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-tier）

inprocess.ns.port

(6)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.port

(7)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-server）

ejbserver.rmi.naming.port

(8)

Connector 属性ファ
イル

Cosminexus RM

(9)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-server）

ejbserver.rmi.remote.listener.port

(10)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-server）

mngagent.connector.port

(11)

簡易構築定義ファイ
ル

(12)

簡易構築定義ファイ
ル

(13)

adminagent.propert
ies

運用管理エージェント

adminagent.adapter.port キー

(14)

mserver.properties

Management Server

webserver.connector.http.port キー

t※2

<config-property> タグに指定する
RMSHPort ※ 3

論理スマートエージェン
ト（smart-agent）
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
論理 SFO サーバ
（sfo-server）

smartagent.port
ejbserver.naming.port
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項番

定義ファイル

パラメタ名※ 1

設定対象

(15)

mserver.properties

Management Server

webserver.shutdown.port キー

(16)

mserver.properties

Management Server

webserver.connector.ajp13.port キー

(17)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 Web サーバ
（web-server）

Listen

(18)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 Web サーバ
（web-server）

Listen

(19)

usrconf.properties
（サーバ管理コマンド
用システムプロパ
ティファイル）

(20)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.RegOption

(21)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.EjbPort

(22)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM
（component-transactio
n-monitor）

ctm.port

(23)

簡易構築定義ファイ
ル

論理 CTM ドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.port

サーバ管理コマンド

vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.por
t キー

（凡例）−：該当しない。
注※ 1

設定ファイルが簡易構築定義ファイルの場合は，<configuration> タグ内の <param-name>

の指定値を指します。
注※ 2

Developer Standard 以外の場合のパラメタ名です。Developer Standard を使用する場合の

パラメタ名は，ejbserver.rmi.remote.listener.port になります。
注※ 3

RMSHPort は，リソースアダプタ Cosminexus RM のプロパティ定義で指定するコンフィ

グレーションプロパティです。RMSHPort については，マニュアル「Cosminexus Reliable
Messaging」のコンフィグレーションプロパティの詳細説明に関する説明を参照してください。

参考
運用管理ポータルまたはファイル編集によって設定する場合の設定個所を次に示します。
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表 3-6 TCP/UDP のポート番号を運用管理ポータルまたはファイル編集によって設定す
る場合の設定個所
項番

運用管理ポータルでの設定個所

ファイル編集での設定個所

(1)

• J2EE サーバの場合
［EJB コンテナの設定］画面の「オプ
ション」の「通信ポート番号」
• SFO サーバの場合
［システムプロパティの設定］画面の
「システムプロパティの定義」に追加

usrconf.properties の
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rt キー

(2)

［J2EE サーバの基本設定］画面の「コン
テナの設定」の「簡易 Web サーバのポー
ト番号」

usrconf.properties の ejbserver.http.port
キー

(3)

［Web コンテナの設定］画面の「Web サー
バとの接続」の「ポート番号」

usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.port キー

(4)

［トランザクションの設定］画面の「トラ
ンザクションに関する設定」の「JTA リカ
バリの固定ポート番号」

usrconf.properties の
ejbserver.distributedtx.recovery.port キー

(5)

• J2EE サーバの場合
［ネーミングの設定］画面の「インプロ
セス選択時の設定」の「ポート番号」
• SFO サーバの場合
［SFO サーバの基本設定］画面の「ネー
ミングサービスの設定」

(6)

［Web コンテナの設定］画面の「インプロ
セス HTTP サーバ機能の使用」の「ポー
ト番号」

(7)

• J2EE サーバの場合
［通信の設定］画面の「RMI レジストリ
の設定」の「ポート番号」
• SFO サーバの場合
［通信の設定］画面の「RMI レジストリ
の設定」の「ポート番号」

usrconf.properties の
ejbserver.rmi.naming.port キー

(8)

Connector 属性ファイルの
<config-property> タグに指定する

Connector 属性ファイルの
<config-property> タグに指定する

RMSHPort ※

RMSHPort ※

• J2EE サーバの場合
［通信の設定］画面の「RMI レジストリ
の設定」の「通信ポート番号」
• SFO サーバの場合
［通信の設定］画面の「RMI レジストリ
の設定」の「通信ポート番号

usrconf.properties の
ejbserver.rmi.remote.listener.port キー

(9)

usrconf.properties の
ejbserver.naming.port キー

usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.port
キー
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項番

運用管理ポータルでの設定個所

(10)

• J2EE サーバの場合
［J2EE コンテナの設定］画面の「運用
監視エージェントの設定」の「ポート番
号」
• SFO サーバの場合
［コンテナの設定］画面の「運用監視
エージェントの設定」の「ポート番号」

(11)
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［スマートエージェントの設定］画面の
「スマートエージェントに関する設定」の
「監視ポート番号」

ファイル編集での設定個所
mngagent.< 実サーバ名 >.properties の
mngagent.connector.port キー

環境変数 OSAGENT_PORT

(12)

• CORBA ネーミングサービスをインプロ
セスで起動する場合
［J2EE サーバの基本設定］画面の「利
用するネーミングサービスの設定」の
「インプロセス用のポート番号」
• CORBA ネーミングサービスをアウトプ
ロセスで起動する場合
［ホスト内のサーバの設定］画面の
「ネーミングサービスの設定」の「ネー
ミングサービスのポート番号」

• CORBA ネーミングサービスをインプロ
セスまたはアウトプロセスで自動起動す
る場合
usrconf.properties の
ejbserver.naming.port キー
• CORBA ネーミングサービスを手動起動
する場合
nameserv コマンドのコマンド引数に
「-Dvbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.liste
ner.port=< ポート番号 >」を指定。

(13)

adminagent.properties の
adminagent.adapter.port キー

adminagent.properties の
adminagent.adapter.port キー

(14)

［ネットワークの設定］画面の
「Management Server 接続 HTTP ポート
番号」

mserver.properties の
webserver.connector.http.port キー

(15)

［ネットワークの設定］画面の
「Management Server 終了要求受信ポート
番号」

mserver.properties の
webserver.shutdown.port キー

(16)

［ネットワークの設定］画面の
「Management Server 内部通信用ポート番
号」

mserver.properties の
webserver.connector.ajp13.port キー

(17)

［ホスト内のサーバの設定］画面の「J2EE
サーバの設定」の「ポート番号」の
「http」

httpsd.conf の Listen ディレクティブまた
は Port ディレクティブ

(18)

［ホスト内のサーバの設定］画面の「J2EE
サーバの設定」の「ポート番号」の
「https」

httpsd.conf の Listen ディレクティブまた
は Port ディレクティブ

(19)

usrconf.properties（サーバ管理コマンド
用システムプロパティファイル）の
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rt キー

usrconf.properties（サーバ管理コマンド
用システムプロパティファイル）の
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.po
rt キー

(20)

［レギュレータの設定］画面の「CTM レ
ギュレータの設定」の「設定ファイル」

ctmregltd コマンドまたは ctmstart コマ
ンドの引数 -CTMEjbPort

(21)

［スケジューリングの設定］画面の「詳細
設定」の「EJB リクエスト受信ポート番
号」

ctmstart コマンドの引数 -CTMEjbPort
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項番

運用管理ポータルでの設定個所

(22)

［CTM の基本設定］画面の「基本設定」の
「ポート番号」

ctmstart コマンドの引数 -CTMPort

(23)

［CTM ドメインマネジャの基本設定］画面
の「ポート番号」

ctmdmstart コマンドの引数 -CTMPort

注※

ファイル編集での設定個所

RMSHPort は，リソースアダプタ Cosminexus RM のプロパティ定義で指定するコンフィグ

レーションプロパティです。RMSHPort については，マニュアル「Cosminexus Reliable
Messaging」のコンフィグレーションプロパティの詳細説明に関する説明を参照してください。
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システム構成の検討（バッ
チアプリケーション実行基
盤）
この章では，バッチアプリケーション実行基盤を構築する場合
のシステム構成の検討について説明します。システムを設計す
る流れに沿って，標準的なシステム構成のパターンを示しま
す。また，意識する必要があるコンポーネント，プロセスおよ
び処理の流れについて説明します。
J2EE アプリケーション実行基盤のシステム構成を検討する場
合は，「3. システム構成の検討（J2EE アプリケーション実行
基盤）」を参照してください。

4.1 システム構成を検討するときに考慮すること
4.2 バッチサーバを使用する場合のシステム構成

159

4. システム構成の検討（バッチアプリケーション実行基盤）

4.1 システム構成を検討するときに考慮するこ
と
この節では，バッチアプリケーション実行基盤として Cosminexus を使用する場合に，
システム構成の検討で考慮することについて説明します。

4.1.1

システムの目的と構成

バッチアプリケーション実行基盤は，Java アプリケーションとして実装されたバッチア
プリケーションを実行するための環境です。バッチアプリケーションは，JSP，Servlet
および Enterprise Bean などの J2EE アプリケーションを利用しない Java アプリケー
ションとして実装します。なお，バッチアプリケーションから，J2EE サーバ上の
Enterprise Bean を呼び出すことはできます。
バッチアプリケーションは，バッチサーバ上で動作します。バッチアプリケーションが
リソースと接続する場合に使用するリソースアダプタも，バッチサーバ上で動作します。
バッチアプリケーションは，バッチ実行コマンドによって実行されます。バッチ実行コ
マンドは，ユーザが直接実行するほか，JP1/AJS2 のジョブとして自動実行することがで
きます。
バッチアプリケーションを実行するシステムの構成例を次の図に示します。この図では，
アプリケーションサーバ上で，バッチアプリケーションごとに二つのバッチサーバが動
作しています。また，バッチアプリケーションは，JP1/AJS2 を使用して実行していま
す。
図 4-1 バッチアプリケーションを実行するシステムの構成例
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このほか，バッチアプリケーションから J2EE サーバ上の Enterprise Bean に接続する
場合は，オンライン処理を実行するバックシステムに接続することもできます。バック
システムについては，
「3.1.1 システムの目的と構成」を参照してください。

4.1.2 システム構成の設計手順
システム構成は，次の流れで設計します。
図 4-2 システム構成を設計する流れ（バッチアプリケーション実行基盤の場合）

（1） アプリケーションの起動方式を検討する
バッチアプリケーションの起動方式を検討します。次の 2 種類から選択します。
● バッチサーバ上で起動する
バッチサーバ上で Java アプリケーションを起動する方式です。常駐型の JavaVM プ
ロセスであるバッチサーバを使用することで，JavaVM の起動に掛かるオーバーヘッ
ドを削減できます。
また，バッチサーバ上で起動する場合，リソースアダプタとして DB Connector が使
用できます。
● cjclstartap コマンドを使用して個別に起動する
java コマンドと同じように Java アプリケーションを起動する方式です。この方式の
場合，バッチアプリケーションを実行するたびに，JavaVM の起動が必要です。
起動方式としてバッチサーバ上で起動することを選択した場合は，次の検討項目に進み
ます。なお，cjclstartap コマンドを使用することを選択した場合は，以降の検討項目は
該当しません。
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（2） トランザクションの使用方法を検討する
リソースと接続する場合は，トランザクションの使用方法を検討します。次の 2 種類か
ら選択します。
● DB Connector を使用する
Cosminexus が提供するリソースアダプタである DB Connector を使用する方法です。
DB Connector の機能として，コネクションプーリングやステートメントプーリング
が使用できます。また，フルガーベージコレクションの発生を制御する機能も使用で
きます。なお，バッチサーバで管理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。
● JDBC ドライバを直接使用する
JDBC ドライバが提供する API を使用して，トランザクション管理に必要な処理を実
装する方法です。
DB Connector を使用する場合のリソースアダプタとリソースの構成については，
「3.3.2
リソースの種類とリソースアダプタ」を参照してください。ただし，バッチサーバの
場合，接続できるリソースはデータベースだけです。

（3） セキュリティの設定を確認する
バッチサーバは，SecurityManager によるセキュリティ保護を無効にして起動します。

（4） 性能解析トレースファイルを出力するプロセスを配置する
性能解析トレースファイルを出力するためのプロセスである PRF デーモン（パフォーマ
ンストレーサ）の配置を確認します。PRF デーモンは，バッチサーバごとに配置します。

（5） 運用管理および運用監視方法を決定する
運用管理および運用監視を実行するためのプロセスである Management Server の配置
を確認します。バッチアプリケーション実行基盤では，バッチサーバと同じマシンに配
置します（ホスト単位管理モデルを使用します）。

（6） JP1 との連携を検討する
バッチアプリケーションの実行を JP1/AJS2 のジョブとして自動投入する場合は，JP1
との連携方法を検討します。

（7） そのほかの機能を使用する場合
使用する機能に応じて，次の構成を検討してください。
● サーバ間連携をする構成
バッチアプリケーションから J2EE サーバ上の Enterprise Bean を呼び出す場合に検
討します。
「3.5 サーバ間での連携を検討する」を参照してください。
● クラスタソフトウェアを使用した障害時の系切り替えをする構成
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バッチサーバを系切り替えの対象にする場合に検討します。
次の説明を参照してください。
•「3.11.1 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（トランザク
ションサービスを使用しない場合）
」
•「3.11.4 アプリケーションサーバの実行系と待機系を相互スタンバイにする構成」
参照先の記述のうち，「J2EE サーバ」は「バッチサーバ」に読み替えてください。

4.1.3 バッチサーバが使用する TCP/UDP のポートについて
の注意事項
バッチサーバは，J2EE サーバが使用する TCP/UDP のポートのうち，次の表に示す
ポートを使用します。
表 4-1 バッチサーバが使用する TCP/UDP のポート
項番※

説明

(1)

EJB コンテナのリクエスト受付ポート。

(2)

管理用通信ポート。

(3)

Web サーバ（リダイレクタ）からのリクエスト受付ポート。

(5)

インプロセスで起動するネーミングサービスのリクエスト受付ポート。

(7)

RMI レジストリのリクエスト受付ポート。

(9)

稼働情報取得時のリクエスト受付ポート。

注
スマートエージェントを使用する指定をした場合，スマートエージェントと通信するために，
この表で示した以外の複数のポートが使用されます。スマートエージェントの詳細については，
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。
注※
「3.18

Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポート番号」の「表 3-4

Cosminexus

が使用する TCP/UDP のポート番号」の項番と対応しています。

次の場合は，使用するポートが重複しないように設定してください。
• 一つのマシンで J2EE サーバとバッチサーバを同時に使用する場合
• 一つのマシンで複数のバッチサーバを同時に使用する場合
J2EE サーバが使用する TCP/UDP のポートについては，「3.18

Cosminexus のプロセ

スが使用する TCP/UDP のポート番号」を参照してください。
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4.2 バッチサーバを使用する場合のシステム構
成
この節では，バッチサーバを使用する場合のシステム構成について説明します。

4.2.1

システム構成の特徴

ここでは，バッチサーバを使用する場合の標準的なシステム構成について説明します。
バッチサーバは，Smart Composer 機能の Web システム（j2ee-tier）として構築，運用
します。バッチアプリケーションの実行には，バッチ実行コマンドを使用します。バッ
チ実行コマンドは，JP1/AJS2 にジョブとして定義して実行できます。
バッチサーバを使用する場合の標準的なシステム構成の例を次の図に示します。この例
では，バッチアプリケーションは JP1/AJS2 から実行します。また，バッチアプリケー
ションからリソースアダプタを使用して HiRDB にアクセスします。
図 4-3 バッチサーバを使用する場合のシステム構成の例

特徴
リソースとの接続に DB Connector が使用できます。また，uCosminexus Batch
Job Execution Server との連携もできます。
処理の流れ
バッチアプリケーションの実行は，JP1/AJS2 のジョブとして定義しておきます。
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JP1/AJS2 のジョブとして実行されたバッチアプリケーションは，バッチサーバ上の
DB Connector を経由して HiRDB にアクセスします。

4.2.2 それぞれのマシンに必要なプロセスとソフトウェア
それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。

（1） アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Enterprise をインストールす
る必要があります。なお，開発環境の場合は，Developer Professional をインストールす
る必要があります。
さらに，JP1/AJS2 によってバッチアプリケーションを実行する場合や，uCosminexus
Batch Job Execution Server と連携したジョブの制御をする場合は，次の製品もインス
トールする必要があります。
JP1/AJS2 と連携する場合に必要な製品
• JP1/Base
• JP1/AJS2 - Agent
• JP1/AJS2 - Manager
• JP1/AJS2 - View
uCosminexus Batch Job Execution Server と連携する場合に必要な製品
• uCosminexus Batch Job Execution Server
• JP1/AJS2 と連携する場合に必要な製品
起動するプロセスは次のとおりです。
● バッチサーバ
● PRF デーモン
● Management Server
● 運用管理エージェント
● JP1/Base と JP1/AJS2 のプロセス（JP1/AJS2 と連携する場合）
● uCosminexus Batch Job Execution Server のプロセス（uCosminexus Batch Job
Execution Server と連携する場合）
また，データベースと接続する場合は，使用するデータベースと接続するためのソフト
ウェアが必要です。データベースに接続するために必要な製品については，
「3.6.1 ロー
カルトランザクションを使用する場合の構成」を参照してください。ただし，バッチ
サーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。
• HiRDB
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• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2

（2） 管理サーバマシンおよび管理クライアントマシン
管理サーバマシンおよび管理クライアントマシンは，JP1/AJS2 と連携する場合に必要で
す。インストールする製品および起動するプロセスについては，マニュアル「JP1/
Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

（3） データベースサーバマシン
データベースサーバマシンに必要な製品については，「3.6.1

ローカルトランザクション

を使用する場合の構成」のリソースマネジャが動作するマシンの説明を参照してくださ
い。ただし，バッチサーバで使用できるリソースは，次に示すデータベースだけです。
• HiRDB
• Oracle
• SQL Server
• XDM/RD E2
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セキュアなシステムの検討
業務システムを安全に稼働させ，扱うデータを確実に守るため
には，システム設計の段階でセキュリティについて十分に検討
しておく必要があります。この章では，セキュアなシステムを
構築・運用するための考え方，正しい構築・運用手順，および
監査の方法について説明します。
また，外部ネットワークを使用するシステムの場合に想定され
るセキュリティ上の脅威を明確にし，それぞれに対して，ハー
ドウェアおよびソフトウェアを使用して対策する方法について
も説明します。
なお，この章は，J2EE アプリケーションを実行するシステム
の場合に参照してください。バッチアプリケーションを実行す
るシステムの場合は該当しません。

5.1 セキュアなシステムの検討の概要
5.2 セキュアなシステムの構成の検討
5.3 システムの使用者の検討
5.4 システムが扱う資産の検討
5.5 セキュアなシステムの前提条件の確認
5.6 想定される脅威の分析
5.7 対策の検討
5.8 作業手順の検討
5.9 システムの監査方法の確認
5.10 外部ネットワークを使用するシステムでのセキュリティの検討
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5.1 セキュアなシステムの検討の概要
システムを管理または運用するユーザがシステムを構築・運用していく過程や，システ
ムが提供するサービスをエンドユーザが利用していく過程で，システムにはセキュリ
ティ上のさまざまな脅威が想定されます。脅威からシステムを守るには，システムを物
理的に安全な構成に設計したり，作業者の運用ルールを定めたりするなど，対策を実施
する必要があります。
また，近年，組織の健全な運営の保証や，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。その中では，システ
ムがセキュアに保たれていることを監査者に証明できることが求められます。そのため
には，システムに対して，いつ，だれが，どんな操作を実施したのかをログに記録して，
システムに対して正当な権限を持つ作業者が正当な業務を実施したことを監査できる仕
組みが必要です。
このようなセキュアなシステムを実現するためには，想定される脅威をシステムの設計
時に明確にして，それに応じた対策を実現できるシステムを検討していく必要がありま
す。
この章では，システムに対して想定される脅威を明確にした上で，セキュアなシステム
を構築・運用するための考え方や手順など，システム設計時に検討が必要なことについ
て説明します。
セキュアなシステムの検討は，次の流れで実施します。
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図 5-1 セキュアなシステムの検討の流れ

なお，この図では，企業内部で使用されるシステムのセキュリティを確保するための作
業の流れを示しています。外部からの脅威に対する対策については，
「5.10 外部ネット
ワークを使用するシステムでのセキュリティの検討」を参照してください。
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5.2 セキュアなシステムの構成の検討
ここでは，セキュアなシステムの構成について説明します。このマニュアルではセキュ
アなシステムとして，次のようなシステムを想定しています。
• 大企業で常時稼働して，社内で利用されるシステムです。
• システムを構成する要素はすべて社内 LAN 上に配置されます。
• システムが提供するサービスは，社内のクライアント端末から Web ブラウザを使用し
て利用されます。
• クライアント端末からサービスを利用するには，ログイン処理が必要です。システム
に登録されていないユーザはサービスを利用できません。
このシステムの構成を次の図に示します。
図 5-2 セキュアなシステムの構成

このシステムの構成要素を次に示します。なお，説明中にある「システム管理者」，
「シ
ステム運用者」，
「監査者」，および「エンドユーザ」の定義については，
「5.3 システム
の使用者の検討」を参照してください。
サーバエリア
ハードウェアを管理するための，物理的に隔離されたスペースです。サーバエリア
内のハードウェアは，システム管理者が管理します。サーバエリアに入室できるの
は，システム管理者，システム運用者，および監査者だけです。
アプリケーションサーバ
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Web サーバ，サービスを提供する J2EE アプリケーション，および J2EE アプリ
ケーションが稼働するために必要なサーバプログラムが稼働しているマシンです。
サーバエリアに複数台設置されて，負荷分散機によって負荷分散されます。
データベース
ユーザの情報やサービスが処理した情報が格納されているマシンです。サーバエリ
アに設置します。
監査ログサーバ
監査ログを収集して，監査を実施するためのサーバです。監査者だけが使用します。
サーバエリアに設置します。
運用管理サーバ
アプリケーションサーバを管理する，運用管理プログラムが稼働するマシンです。
システム構築時にシステム管理者が，システム運用時にシステム運用者が使用しま
す。サーバエリアに設置します。
負荷分散機
アプリケーションサーバを複数台設置する場合に，負荷分散をする装置です。サー
バエリアに設置します。
ファイアウォール
サーバエリア，社内 LAN，および外部インターネットの間に配置します。
クライアント端末
システムが提供するサービスを利用するための端末です。エンドユーザは，クライ
アント端末上の Web ブラウザを使用して，社内 LAN 経由でアプリケーションサー
バにアクセスします。
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5.3 システムの使用者の検討
セキュアなシステムを検討するには，まず，システムの使用者を定義します。システム
の使用者にはどのようなユーザがいるかを洗い出して，それぞれの使用者の目的や作業
範囲を明確に定義します。これが，システムの監査を実施する観点の一つである，正し
いユーザがそれぞれの操作を実行したかどうかを検証する根拠になります。
なお，それぞれの使用者の作業手順は，作業手順書を作成して定義する必要があります。
作業手順書には，「システム構築手順書」
，「システム運用手順書」
，「エンドユーザ操作手
順書」，
「入退室手順書」などが考えられます。作業手順書の検討については，「5.8 作
業手順の検討」を参照してください。
このシステムでは，次に示す使用者を定義します。
システム管理者
システム管理者は，
「システム構築手順書」に従って，システムの構築，および管理
を実施します。具体的には，主に次の作業を実施します。
• サーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，ネットワークの設置・設定
• ソフトウェアのアップデート
• システムの起動と停止
システム管理者は，組織内の情報システム部門から選ばれたユーザが担当します。
システム運用者
システム運用者は，
「システム運用手順書」に従って，サーバエリア内でエンドユー
ザの登録・削除などのシステムの運用作業を実施します。システム運用者は，社内
の情報システム部門から委託されたユーザが担当します。
エンドユーザ
エンドユーザは，
「エンドユーザ操作手順書」に従って，システムが提供するサービ
スを利用します。サービスの利用には，社内 LAN に接続されたクライアント端末上
の Web ブラウザを使用します。
監査者
監査者は「入退室手順書」に従ってサーバエリアに入室して，監査ログを取得しま
す。取得した監査ログを調査して，信頼できるシステム管理者が「システム構築手
順書」に従った正しい方法でシステムを構築しているかどうかを確認します。また，
正しい方法で構築されたシステムが，
「システム運用手順書」および「エンドユーザ
操作手順書」に従った正しい方法で運用，および利用されているかどうかを監査し
ます。監査者は，社内の内部監査を実施するコンプライアンス部門から選ばれた
ユーザが担当します。
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5.4 システムが扱う資産の検討
セキュアなシステムを検討するには，システムが扱う資産（データ）のうち，保護する
必要がある資産にはどのようなものがあるのかを明確に判断する必要があります。
このシステムでは，システムが扱う資産（データ）のうち，次の資産を保護する必要が
あると判断しています。
• システム管理者のユーザ情報
• エンドユーザのユーザ情報
• システム構築時の設定ファイル
• J2EE アプリケーション
• サービスを利用する中でエンドユーザが送信して，J2EE アプリケーションが処理し
た情報
• 監査ログ
保護する必要があると判断した資産については，使用できる権限を制御するなどの対策
が必要です。対策の詳細については，
「5.7

対策の検討」を参照してください。
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5.5 セキュアなシステムの前提条件の確認
ここでは，セキュアなシステムの前提条件について説明します。
セキュアなシステムでは，ハードウェアの設置方法や作業者に関する前提条件の確認が
必要になります。前提条件を把握した上で，Cosminexus が提供する機能や OS の機能な
どを使用して，想定される脅威に対する対策を実施します。
ここでは，次の二つの前提条件を想定します。
• 物理的な前提条件
• 運用上の前提条件

5.5.1

物理的な前提条件

セキュアなシステムを構築するための，物理的な前提条件を次に示します。
• システムが稼働するハードウェア，ファイアウォール，それぞれのサーバ，および内
部ネットワークが，外部から物理的に隔離されたサーバエリアに設置されていること。
• 施錠管理などによって，認証されたユーザ以外がサーバエリアに入室できないこと。
• システムが稼働するために必要のないハードウェア，およびソフトウェアは，サーバ
エリア内には持ち込まれないこと。

5.5.2

運用上の前提条件

セキュアなシステムを構築するための運用上の前提条件を次に示します。
運用上の前提条件には，作業手順書，システム管理，システム運用，およびシステム監
査に関する前提条件があります。それぞれの前提条件を次に示します。
作業手順書に関する前提条件
システムの構築手順は「システム構築手順書」に，システムの運用手順は「システ
ム運用手順書」に，システムの操作手順は「エンドユーザ操作手順書」に記載され
ていること。
システム管理に関する前提条件
システムが稼働するために必要なサーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，
および J2EE アプリケーションは，
「システム構築手順書」に従ってシステム管理者
が構築・設定すること。また，システム管理者は，信頼できる者が担当すること。
システム運用に関する前提条件
システムが稼働するために必要な，サーバエリア内のハードウェア，ソフトウェア，
および J2EE アプリケーションは，システム運用者が運用すること。
システム監査に関する前提条件
システム監査を実施する監査者は，信頼できる者が担当すること。
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5.6 想定される脅威の分析
「5.3

システムの使用者の検討」と「5.4 システムが扱う資産の検討」で検討した内容，

および「5.5 セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した内容から，システムに
はどんな脅威が想定されるかを分析します。
このシステムでは次の脅威が想定されます。
• 不正なユーザによるサービスの利用
システムに登録されていないエンドユーザがサービスを利用するおそれがあります。
• 手順書に従わないユーザによるサービスの利用
システムに登録されているユーザ ID およびパスワードを入手しているエンドユーザ
が，
「エンドユーザ操作手順書」に従わないで，システムの脆弱性を利用してサービス
を利用するおそれがあります。
また，システムに登録しているユーザが，権限のないサービスを利用するおそれがあ
ります。
• 不正なシステム管理者によるシステム構築
システム管理者ではないユーザが，「入退室手順書」に従わないで不正にサーバエリア
に入室してシステムを構築するおそれがあります。
• 不正なシステム運用者によるシステム運用
システム運用者ではないユーザが，「入退室手順書」に従わないで不正にサーバエリア
に入室してシステムを運用するおそれがあります。
• 手順書に従わないシステム運用者によるシステム運用
システム運用者の Management Server の管理ユーザアカウントを使用して，
「システ
ム運用手順書」に従わない方法でシステムを運用するおそれがあります。
「5.7

対策の検討」で説明する対策を実施すると，これらの脅威からシステムを守れま

す。
「入退室手順書」，
「システム構築手順書」，
「システム運用手順書」，および「エンドユー
ザ操作手順書」の詳細については，
「5.8

作業手順の検討」を参照してください。
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5.7 対策の検討
この節では，実施する対策の内容と，対策を実施したシステムの動作について説明しま
す。
実施する対策には，次の二つがあります。
• 前提条件に対して実施する対策
「5.5 セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件に対する対策です。
• 想定した脅威に対して実施する対策
「5.6 想定される脅威の分析」で想定した脅威に対する対策です。
それぞれについて次に示します。

5.7.1

前提条件に対して実施する対策

ここでは，「5.5

セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件に対して

実施する，対策の内容について説明します。
「5.5

セキュアなシステムの前提条件の確認」で確認した前提条件と，実施する対策を

次の表に示します。それぞれの前提条件の詳細については，「5.5

セキュアなシステム

の前提条件の確認」を参照してください。
表 5-1 前提条件と実施する対策
前提条件

対策

物理的な前提条件

• 物理的な対策

運用上の前提条件

• システム管理者に対する対策
• システム運用者に対する対策
• システム監査者に対する対策

それぞれの対策の概要を次に示します。

（1） 物理的な前提条件に対する対策
物理的な前提条件に対する対策を次に示します。
● 物理的な対策
• システム管理者は，システムが稼働するハードウェア，ファイアウォール，それぞ
れのサーバ，および内部ネットワークを，外部から物理的に隔離されたサーバエリ
アに設置します。
• システム管理者は，システムが稼働するために必要のないハードウェア，およびソ
フトウェアを，サーバエリア内に持ち込まないようにします。
• システム管理者，システム運用者，および監査者は，
「入退室手順書」に従ってサー
バエリアに入退室するようにします。
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「入退室手順書」については，「5.8

作業手順の検討」を参照してください。

（2） 運用上の前提条件に対する対策
運用上の前提条件に対する対策を次に示します。
● システム管理者に対する対策
• システム管理者には，システム全体に責任を持っていて，悪意のある行為はしない，
信頼できるユーザを選定すること。
• システム管理者は，システムの構築および管理に関するトレーニングなどを実施し
て，システムの構築，および管理方法を熟知していること。また，システムで利用
するそれぞれの機器の構築，および管理方法について熟知していること。
• システム管理者は，セキュリティ面での注意点を考慮しながらシステムを構築およ
び管理すること。
• システム管理者は，自分の OS のパスワード，システム管理者の Management
Server の管理パスワード，システム運用者の OS のパスワード，およびシステム運
用者の Management Server の管理パスワードとして，推測されにくい十分に強度
のあるパスワードを設定すること。
「システム構築手順書」については，
「5.8

作業手順の検討」を参照してください。

● システム運用者に対する対策
• システム運用者は，システムの運用に関するトレーニングなどを実施して，システ
ムの運用方法を熟知していること。
• システム運用者は，セキュリティ面での注意点を考慮しながらシステムを運用する
こと。
• システム運用者は，エンドユーザのパスワードとして，推測されにくい十分に強度
のあるパスワードを設定すること。
「システム運用手順書」については，
「5.8

作業手順の検討」を参照してください。

● システム監査者に対する対策
• 監査者には，システム全体に責任を持っていて，悪意のある行為はしない，信頼で
きるユーザを選定すること。
• 監査者には，システム管理者以外のユーザを選定すること。
• 監査者は，システムの構築手順が正当であるかどうかを確認すること。また，運用
手順が正当であるかどうかを監査すること。

5.7.2 想定した脅威に対して実施する対策
ここでは，「5.6

想定される脅威の分析」で想定した脅威に対して実施する，対策の内

容について説明します。
このシステムで想定される脅威と，それぞれの脅威に対する対策を，対策を実施する対
象者ごとに次の表に示します。それぞれの脅威の詳細については，
「5.6 想定される脅
威の分析」を参照してください。
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表 5-2 想定される脅威と実施する対策
対策の対象者

脅威

対策

システム管理者

不正なシステム管理者によるシス
テム構築

• OS のユーザ識別・認証

システム運用者

不正なシステム運用者によるシス
テム運用

• OS のユーザ識別・認証
• システム運用者のユーザ識別・認証

手順書に従わないシステム運用者
によるシステム運用

• システムの監査ログ出力
• J2EE アプリケーションの監査ログ出力

不正なユーザによるサービスの利
用

• J2EE アプリケーションの監査ログ出力
• J2EE アプリケーションのユーザ識別・
認証

手順書に従わないユーザによる
サービスの利用

• J2EE アプリケーションの監査ログ出力
• J2EE アプリケーションのアクセス制御

エンドユーザ

それぞれの対策の概要を次に示します。
システム管理者を対象にした対策
• OS のユーザ識別・認証
システム管理者だけがシステムを管理するように，システムが動作する OS の
ユーザ識別・認証を設定して，コマンドの実行権限を制御します。
システム運用者を対象にした対策
• OS のユーザ識別・認証
システム運用者がシステムを運用するように，システムが動作する OS のユーザ
識別・認証を設定して，コマンドの実行権限を制御します。
• システム運用者のユーザ識別・認証
システム運用者がシステムを運用するように，システムでユーザ識別・認証をし
ます。
• システムの監査ログ出力
手順書に従った方法でシステムを運用したかどうかを監査するために，システム
で監査ログを出力するようにします。
• J2EE アプリケーションの監査ログ出力
手順書に従った方法でエンドユーザを管理したかどうかを監査するために，
Cosminexus が提供する監査ログ出力用の API を使用して J2EE アプリケーショ
ンを実装して，J2EE アプリケーションの監査ログを出力するようにします。監査
ログ出力用の API を使用した J2EE アプリケーションの実装方法については，マ
ニュアル「Cosminexus

機能解説」の，アプリケーションの監査ログを出力する

ための実装についての説明を参照してください。
エンドユーザを対象にした対策
• J2EE アプリケーションの監査ログ出力
正当なエンドユーザが手順書に従った方法でサービスを利用したかどうかを監査
するために，Cosminexus が提供する監査ログ出力用の API を使用して J2EE ア
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プリケーションを実装して，J2EE アプリケーションの監査ログを出力するように
します。監査ログ出力用の API を使用した J2EE アプリケーションの実装方法に
ついては，マニュアル「Cosminexus

機能解説」の，アプリケーションの監査ロ

グを出力するための実装についての説明を参照してください。
• J2EE アプリケーションのユーザ識別・認証
正当なエンドユーザだけがサービスを利用するように，J2EE アプリケーションに
ユーザ識別・認証機能を実装します。
• J2EE アプリケーションのアクセス制御
アクセス権限を持っているエンドユーザだけが保護するべきデータにアクセスで
きるように，J2EE アプリケーションにアクセス制御機能を実装します。

5.7.3 対策を実施したセキュアなシステムの動作
ここでは，対策を実施したセキュアなシステムの動作について説明します。
対策を実施したシステムの動作の概要を次の図に示します。なお，図中に示した対策は，
「5.7.2 想定した脅威に対して実施する対策」で説明した対策と対応しています。
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図 5-3 システム管理者の操作とシステムの動作

この図で示した，対策を実施したシステムの動作の概要を，システムの使用者ごとに説
明します。

（1） システム管理者・システム運用者の操作とシステムの動作
システム管理者・システム運用者の操作とシステムの動作の概要について説明します。
システム管理者の操作
• Smart Composer 機能のコマンドを使用してアプリケーションサーバを構築しま
す。ただし，J2EE アプリケーションの設定，リソースの設定などの作業は，サー

180

5. セキュアなシステムの検討

バ管理コマンドを使用して実施します。
• ユーザ識別・認証機能とアクセス制御機能，および監査ログを出力する機能を実
装したアプリケーションを，デプロイ・開始します。
システム運用者の操作
Smart Composer 機能のコマンドを使用してシステムを運用します。ただし，障害
発生時のログの収集は，snapshotlog コマンドを使用して実施します。
システムの動作
コマンドの実行によるそれぞれの操作に対して監査ログを出力します。

ポイント
一部のコマンドは監査ログを出力しないため，使用するコマンドが監査ログを出力するコマ
ンドかどうかを確認して作業を実施してください。監査ログを出力するコマンドについて
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。

（2） エンドユーザの操作とシステムの動作
システムが提供するサービス利用時のエンドユーザの操作とシステム（J2EE アプリケー
ション）の動作の概要を次に示します。
エンドユーザの操作
クライアント端末の Web ブラウザから HTTP リクエストをアプリケーションサー
バへ送信します。
システム（J2EE アプリケーション）の動作
• HTTP リクエストに含まれているユーザ情報を識別して，ユーザ認証をします。
• アクセス制御機能を使用して，認証されたユーザにアクセス権があるかどうかを
チェックします。
• アクセス制御機能で許可されたリクエストが J2EE アプリケーションのサービス
を実行します。
• 処理の実行時に，監査ログを出力します。
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5.8 作業手順の検討
この節では，セキュアなシステムを構築・運用するために，システムごとに検討する必
要がある作業手順について説明します。
セキュアなシステムを構築・運用するには，それぞれの作業者が実施する作業の手順を
明確にする必要があります。システムの監査では，監査ログと作業手順書を照合して，
それぞれに矛盾がないかを調査します。作業手順書とは，システム構築，システム運用，
エンドユーザによるサービスの利用などの作業について，正しい手順，方法を明文化し
た文書です。作業手順書は，それぞれのシステムに応じて作成する必要があります。作
業者や操作内容の記録である監査ログと作業手順書を照合することで，正しい作業者が
正しい手段・手順で作業を実施したかどうかが明確になります。これによって，システ
ムの安全性を保てます。
作業手順書の作成では，それぞれの作業手順書に記載する作業とその手順・方法を検討
する必要があります。監査の観点で，正しいユーザが正しい手順・方法で実施するよう
に規定する必要がある作業を洗い出してください。また，それぞれの作業の手順では，
必ず監査ログを出力するコマンドを使用して作業を実行するように規定してください。

5.8.1

作成する作業手順書の概要

ここでは，作成する必要がある作業手順書の概要について説明します。
作成する作業手順書は，システムによって異なります。このシステムでは，次の作業手
順書を作成します。
• 入退室手順書
施錠管理がされているサーバエリアに入退室する手順が規定された文書です。
• システム構築手順書
システムを構築する手順が規定された文書です。記載する手順は，
「5.8.2
の構築手順の検討」および「5.8.3

システム

システムの再構築手順の検討」で説明している手

順を基に作成します。
なお，
「5.8.2 システムの構築手順の検討」
，および「5.8.3

システムの再構築手順の

検討」で説明している手順では，システム管理者は Smart Composer 機能のコマンド
およびサーバ管理コマンドを使用して操作を実行しています。また，すべての操作に，
監査ログが出力されるコマンドを使用しています。
• システム運用手順書
システムを運用する手順が規定された文書です。記載する手順は，
「5.8.4

システム

の運用手順の検討」で説明している手順を基に作成します。
なお，
「5.8.4 システムの運用手順の検討」で説明している手順では，システム運用
者は Smart Composer 機能のコマンド，および snapshotlog コマンドを使用して操作
を実行しています。
• エンドユーザ操作手順書
システムが提供するサービスを利用する手順が規定された文書です。
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5.8.2 システムの構築手順の検討
ここでは，「システム構築手順書」に記載するシステムの構築手順の例について説明しま
す。「システム構築手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にしてく
ださい。
セキュアなシステムの構築には，Smart Composer 機能のコマンド，およびサーバ管理
コマンドを使用します。また，すべての操作に，実行時に監査ログが出力されるコマン
ドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，監査
ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力される
コマンドについては，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。
なお，この項で説明する手順は，すべてシステム管理者が実行します。

（1） ハードウェアの設置
システム管理者が，ハードウェアを設置します。ハードウェアを設置する手順を次に示
します。
1. 「入退室手順書」に従って，外部から物理的に隔離されたサーバエリアに入室します。
2. システムが稼働するハードウェア，およびファイアウォールをサーバエリア内に設置
します。
なお，「システム構築手順書」では，ハードウェア，およびファイアウォールを設置する
手順の詳細を規定してください。

（2） OS のインストール
システム管理者が，システムで使用する OS のインストールを実施します。OS をインス
トールする手順を次に示します。
1. OS のインストール，および IP アドレス・ホスト名の設定などの，ネットワークの接
続に必要な設定をします。
2. システムに必要なセキュリティパッチを適用します。
3. システムに必要なソフトウェアをインストールして，環境変数を設定します。
4. システム管理者用の OS のアカウントを作成して，管理者権限を付与します。
5. 監査者用の OS のアカウントを作成して，安全な手段で監査者へ通知します。

（3） システムの管理の開始
システム管理者が，
「(2) OS のインストール」で設定したシステム管理者用の OS のアカ
ウントを使用して OS にログインします。
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（4） 監査ログを出力するための設定
システム管理者が，運用管理サーバおよびアプリケーションサーバの端末で監査ログを
出力するための設定をします。監査ログを出力するための設定をする手順を次に示しま
す。
1. システム構成を基に，ログファイルのサイズを決定します。
2. システム管理者，およびシステム運用者に，監査ログファイルに対する読み取り権限
と書き込み権限を設定します。また，監査者に監査ログファイルに対する読み取り権
限を設定します。
3. 手順 1. および手順 2. で決定，および設定した内容を監査ログ定義ファイル
（auditlog.properties）に反映します。
4. 監査ログ定義ファイルに指定した監査ログ出力ディレクトリを作成します。
5. システム管理者，およびシステム運用者に，手順 4. で作成した監査ログ出力ディレク
トリに対する読み取り権限と書き込み権限を設定します。また，監査者に，手順 4. で
作成した監査ログ出力ディレクトリに対する読み取り権限を設定します。
6. セットアップコマンド（auditsetup コマンド）を実行します。

（5） 負荷分散機およびデータベースの設定
システム管理者が，負荷分散機およびデータベースをサーバエリア内に設置して，負荷
分散機およびデータベースを設定します。
なお，「システム構築手順書」では，負荷分散機およびデータベースの設定手順の詳細を
規定してください。

（6） 運用管理サーバの設定
システム管理者が，運用管理サーバの初期設定をします。運用管理サーバを設定する手
順を次に示します。
1. mngsvrctl コマンドで，引数「setup」を指定して，Management Server のセットアッ
プ，および Management Server の管理ユーザアカウントの設定をします。
2. mngautorun コマンドで，引数「server」を指定して，Management Server の自動起
動の設定をします。

（7） Web システムの構成定義
システム管理者が，Web システムの構成を定義します。Web システムの構成を定義する
手順を次に示します。
1. mngsvrctl コマンドで，引数「start」を指定して，Management Server を起動します。
2. 簡易構築定義ファイルを編集して保存します。
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3. adminagentctl コマンドで引数「start」を指定して，それぞれのアプリケーション
サーバで運用管理エージェントを起動します。
4. 運用管理サーバで cmx_build_system コマンドを使用して，Web システムを構築しま
す。

（8） Web システムの準備
システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer 機能のコマンドを
使用して，Web システムの準備をします。Web システムを準備する手順を次に示しま
す。
1. cmx_start_target コマンドを使用して，Web システムを準備状態にします。
2. cmx_list_status コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットが準備状態
であることを確認します。

（9） リソースアダプタの設定
システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末でサーバ管理コマンドを使用して，
データベースと連携するアプリケーションに必要なリソースアダプタを設定します。リ
ソースアダプタを設定する手順を次に示します。
1. 次のディレクトリから，使用するリソースアダプタの Connector 属性ファイルのテン
プレートをコピーします。
Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥CC¥admin¥templates¥
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/templates/
2. 手順 1. でコピーしてきた Connector 属性ファイルのテンプレートを編集します。
3. cjimportres コマンドを使用して，リソースアダプタをインポートします。
4. cjsetresprop コマンドを使用して，Connector 属性ファイルの編集内容をリソースア
ダプタに反映します。
5. cjdeployrar 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。
6. cjtestres コマンドを使用して，リソースアダプタの接続テストを実施します。

（10）J2EE アプリケーションの確認
システム管理者が，
「5.7.2 想定した脅威に対して実施する対策」で説明した対策が
J2EE アプリケーションに施されているかを確認します。ここでは，
「5.7.2 想定した脅
威に対して実施する対策」で説明した対策のうち，次の対策について確認します。
• J2EE アプリケーションの監査ログ出力
• J2EE アプリケーションのユーザ識別・認証
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• J2EE アプリケーションのアクセス制御
具体的には，J2EE アプリケーションが次の仕様を満たしているかどうかを確認してくだ
さい。
• システム運用者によってエンドユーザのユーザ ID・パスワードを登録，および削除す
るための機能がある。
• ユーザ ID・パスワードの識別・認証機能がある。
• 提供するサービスに対するアクセス制御機能がある。
• ユーザがサービスを利用するときに，監査ログを出力する機能がある。

（11）J2EE アプリケーションの設定
システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末でサーバ管理コマンドを使用して，
J2EE アプリケーションを設定します。J2EE アプリケーションを設定する手順を次に示
します。
1. cjimportapp コマンドを使用して，J2EE アプリケーションをインポートします。
2. cjgetappprop コマンドを使用して，アプリケーション統合属性ファイルを取得しま
す。
3. 手順 2. で取得したアプリケーション統合属性ファイルを編集します。
4. cjsetappprop コマンドを使用して，アプリケーション統合属性ファイルの編集内容を
J2EE アプリケーションに反映します。

！

注意事項
ここでは，実行時情報を持たない J2EE アプリケーションを設定する手順について説明して
います。実行時情報を持つ J2EE アプリケーションを設定する場合は，手順 1. で J2EE ア
プリケーションをインポートしたあとに，cjstopapp コマンドを使用して J2EE アプリケー
ションを停止してから，手順 2. に進んでください。

（12）Web システムの開始
システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer 機能のコマンドと
サーバ管理コマンドを使用して，Web システムを開始します。Web システムを開始する
手順を次に示します。
1. cjstartrar コマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。
2. cjstartapp コマンドを使用して，J2EE アプリケーションを開始します。
3. cmx_start_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを稼働状
態にします。
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（13）不要な機能の無効化
不正なユーザによって不要な機能を使用されないように，機能を無効化します。具体的
には，システム管理者が，コマンドの実行権限を変更したり，コマンドの実行に必要な
ファイルを削除したりします。無効化する必要がある機能を，Windows の場合と UNIX
の場合に分けて，次の表に示します。
表 5-3 無効化する必要がある機能（Windows の場合）
機能名

対象ディレクトリ

対象ファイル

対処

Hitachi Web
Server の GUI
サーバ管理機能

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥httpsd

adm-httpsd.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Hitachi Web
Server のパスワー
ドファイル編集コ
マンド

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥httpsd¥bin

htpasswd.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
同時実行数の変更

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmchpara.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の CTM ドメ
インの情報表示と
削除

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmdminfo.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
閉塞

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmholdque.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmjver.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のメッセー
ジの編集と出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmlogcat.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキュー情
報の出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmlsque.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
閉塞解除

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmrlesque.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の稼働統計
情報の編集と出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmstsed.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のバッファ
内容の強制ファイ
ル出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmstsflush.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CTM¥bin

ctmver.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

187

5. セキュアなシステムの検討

機能名

対象ディレクトリ

PRF の性能解析ト
レース情報の編集
出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥PRF¥bin

cprfed.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRF のバッファ内
容の強制ファイル
出力

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥PRF¥bin

cprfflush.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRF トレース取得
レベルの表示と変
更

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥PRF¥bin

cprflevel.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Management
Server で使用する
コマンド

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

mngsvrutil.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

mstrexport.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

mstrimport.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

ssoexport.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

ssogenkey.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

ssoimport.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

uachpw.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

mngsvr_adapte
r_setup.exe

このコマンドを実行しない
ようにします。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥bin

Adapter_HITA
CHI_COSMINE
XUS_MANAGE
R.exe

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥externals¥jp1¥
mngsvrmonitor

mngsvr_monito
r_setup.exe

このコマンドを実行しない
ようにします。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥containers¥m¥
webapps¥mngsvr

index.jsp

ファイルを削除します。

運用管理ポータル
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機能名

Server Plug-in

対象ディレクトリ

対象ファイル

対処

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥containers¥m¥
webapps¥mngsvr

login.jsp

ファイルを削除します。

<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥manager¥config

mserver.propert
ies

Server Plug-in の設定をし
ないようにします。

表 5-4 無効化する必要がある機能（UNIX の場合）
機能名

対象ディレクトリ

対象ファイル

対処

Hitachi Web
Server の GUI
サーバ管理機能

/opt/hitachi/httpsd/sbin

adminctl

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/hitachi/httpsd/sbin

adm-httpsd

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Hitachi Web
Server のパスワー
ドファイル編集コ
マンド

/opt/hitachi/httpsd/bin

htpasswd

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
同時実行数の変更

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmchpara

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の CTM ドメ
イン情報の表示と
削除

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmdminfo

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
閉塞

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmholdque

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmjver

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のメッセー
ジの編集と出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmlogcat

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキュー情
報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmlsque

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のスケ
ジュールキューの
閉塞解除

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmrlesque

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM の稼働統計
情報の編集と出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmstsed

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

CTM のバッファ
内容の強制ファイ
ル出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmstsflush

システム管理者以外の実行
権限を解除します。
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機能名

対象ディレクトリ

対象ファイル

対処

CTM の実行形式
ファイルおよびラ
イブラリのバー
ジョン情報の出力

/opt/Cosminexus/CTM/bin

ctmver

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRF の性能解析ト
レース情報の編集
出力

/opt/Cosminexus/PRF/bin

cprfed

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRF のバッファ内
容の強制ファイル
出力

/opt/Cosminexus/PRF/bin

cprfflush

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

PRF トレース取得
レベルの表示と変
更

/opt/Cosminexus/PRF/bin

cprflevel

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

Management
Server で使用する
コマンド

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mngsvrutil

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mstrexport

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mstrimport

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssoexport

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssogenkey

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

ssoimport

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

uachpw

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

mngsvr_adapte
r_setup

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
bin

Adapter_HITA
CHI_COSMINE
XUS_MANAGE
R

システム管理者以外の実行
権限を解除します。

/opt/Cosminexus/manager/
containers/m/webapps/
mngsvr

index.jsp

ファイルを削除します。

/opt/Cosminexus/manager/
containers/m/webapps/
mngsvr

login.jsp

ファイルを削除します。

/opt/Cosminexus/manager/
config

mserver.propert
ies

Server Plug-in の設定をし
ないようにします。

運用管理ポータル

Server Plug-in
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（14）システム運用者の登録
システム管理者が，運用管理サーバの管理者端末で OS の機能，および Smart
Composer 機能のコマンドを使用して，システム運用者のユーザ ID とパスワードを設定
します。また，設定したユーザ ID とパスワードをシステム運用者に通知します。システ
ム運用者を登録する手順を次に示します。
1. OS の機能を使用して，システム運用者の OS のユーザ ID とパスワードを設定しま
す。
2. OS の機能を使用して，システム運用者に管理者権限を与えないよう設定します。
3. cmx_admin_passwd コマンドを使用して，システム管理者の Management Server の
管理ユーザ ID と管理パスワードを，システム運用者の Management Server の管理
ユーザ ID と管理パスワードに変更します。
4. 手順 1. および手順 3. で設定したユーザ ID とパスワードを安全な手段でシステム運用
者へ通知します。

5.8.3 システムの再構築手順の検討
ここでは，「システム構築手順書」に記載するシステムの再構築手順の例について説明し
ます。「システム構築手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にして
ください。
セキュアなシステムの再構築には，Smart Composer 機能のコマンド，およびサーバ管
理コマンドを使用します。また，すべての操作に，実行時に監査ログが出力されるコマ
ンドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，監
査ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力され
るコマンドについては，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。
なお，この項で説明する手順は，すべてシステム管理者が実行します。

（1） J2EE アプリケーションの入れ替え
システム管理者が，メンテナンスが必要な場合などに J2EE アプリケーションを入れ替
えます。J2EE アプリケーションを入れ替える手順を次に示します。
1. cmx_stop_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを準備状
態にします。
2. cjstopapp コマンドを使用して，入れ替え前の J2EE アプリケーションを停止します。
3. cjdeleteapp コマンドを使用して，入れ替え前の J2EE アプリケーションを削除しま
す。
4. cjimportapp コマンドを使用して，入れ替え後の J2EE アプリケーションをインポート
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します。
5. cjgetappprop コマンドを使用して，入れ替え後の J2EE アプリケーションのアプリ
ケーション統合属性ファイルを取得します。
6. 手順 5. で取得したアプリケーション統合属性ファイルを編集して，J2EE アプリケー
ションに必要な情報を設定します。また，必要に応じて J2EE アプリケーションをカ
スタマイズします。
7. cjsetappprop コマンドを使用して，手順 6. で編集したアプリケーション統合属性ファ
イルを，入れ替え後の J2EE アプリケーションに反映します。
8. cjstartapp コマンドを使用して，入れ替え後の J2EE アプリケーションを開始します。
9. cmx_start_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを稼働状
態にします。
なお，J2EE アプリケーションの入れ替えには，この手順のほかに，cjreplaceapp コマン
ドを使用したリデプロイ機能，または cjreloadapp コマンドを使用したリロード機能を使
用することもできます。

（2） システムのチューニング
システム管理者が，必要に応じてシステムをチューニングします。システムをチューニ
ングする手順を次に示します。
1. 簡易構築定義ファイルを編集します。
2. cmx_stop_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを停止し
ます。
3. cmx_build_system コマンドを使用して，Web システムの設定を変更します。
4. cmx_start_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを起動し
ます。

（3） システム構成の変更（サービスユニットの追加）
システム管理者が，必要に応じてサービスユニットを追加してシステム構成を変更しま
す。サービスユニットを追加してシステム構成を変更する手順を次に示します。
1. 構成変更定義ファイルを作成・編集します。
2. cmx_change_model コマンドを使用して，Management Server の Web システムの情
報モデルを変更します。
3. cmx_build_system コマンドを使用して，変更した Web システムの情報モデルを適用
します。
4. cmx_start_target コマンドを使用して，追加する Web システム内のサービスユニット
を準備状態にします。
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5. cjstartrar コマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。
6. cjstartapp コマンドを使用して，J2EE アプリケーションを開始します。
7. cmx_start_target コマンドを使用して，追加する Web システム内のサービスユニット
を稼働状態にします。

（4） システム構成の変更（サービスユニットの削除）
システム管理者が，必要に応じてサービスユニットを削除してシステム構成を変更しま
す。サービスユニットを削除してシステム構成を変更する手順を次に示します。
1. cmx_stop_target コマンドを使用して，削除する Web システム内のサービスユニット
を停止します。
2. cmx_delete_system コマンドを使用して，手順 1. で指定した Web システム内のサー
ビスユニットを削除します。

5.8.4 システムの運用手順の検討
ここでは，「システム運用手順書」に記載するシステムの運用手順の例について説明しま
す。「システム運用手順書」を作成するときは，ここで説明している手順を参考にしてく
ださい。
セキュアなシステムの運用には，Smart Composer 機能のコマンド，および snapshotlog
コマンドを使用します。ここで説明している以外の操作を作業手順書に記載する場合も，
監査ログが出力されるコマンドを使用する方法を記載してください。監査ログが出力さ
れるコマンドについては，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。
なお，この項で説明する手順のうち，Web システムの起動の作業の一部，および Web シ
ステムのメンテナンス以外は，システム運用者が実行します。Web システムのメンテナ
ンスは，システム運用者に依頼されたシステム管理者が実行します。

（1） Web システムの起動
システム運用者が，運用管理サーバの管理者端末で Web システムを起動します。ただ
し，リソースアダプタおよび J2EE アプリケーションの起動は，システム管理者が，
サーバ管理コマンドを使用して実行します。Web システムを起動する手順を次に示しま
す。
1. システム運用者が，cmx_start_target コマンドを使用して，Web システム内のサービ
スユニットを準備状態にします。
2. システム運用者が，システム管理者にサービスの起動を依頼します。
3. システム管理者が，cjstartrar コマンドを使用して，リソースアダプタを開始します。
4. システム管理者が，cjstartapp コマンドを使用して，J2EE アプリケーションを開始し
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ます。
5. システム運用者が，cmx_start_target コマンドを使用して，Web システム内のサービ
スユニットを稼働状態にします。

（2） Web システムの停止
システム運用者が，運用管理サーバの管理者端末で Smart Composer 機能のコマンドを
使用して，Web システムを停止します。Web システムを停止する手順を次に示します。
1. cmx_stop_target コマンドを使用して，Web システム内のサービスユニットを停止状
態にします。

（3） エンドユーザの管理
システム運用者が，「システム運用手順書」に従って，エンドユーザのアクセス権やユー
ザ ID などを管理します。次の作業を実施します。
● エンドユーザの登録，削除
● エンドユーザの権限の変更
● エンドユーザのパスワード変更
なお，「システム運用手順書」では，これらの手順の詳細を規定してください。

（4） エンドユーザへの通知
システム運用者が，「(3) エンドユーザの管理」で登録したエンドユーザのユーザ ID とパ
スワードをエンドユーザに通知します。ユーザ ID とパスワードをエンドユーザに通知す
る手順を次に示します。
1. 「システム運用手順書」に従って登録したエンドユーザのユーザ ID とパスワードを使
用して，サービスを利用できることを確認します。
2. サービス利用時に，監査ログが出力されることを確認します。
3. 手順 1. および手順 2. の確認が終わったら，システム運用者がエンドユーザにユーザ
ID とパスワードを安全な手段で通知します。

（5） Web システムのメンテナンス
必要に応じて Web システムをメンテナンスします。Web システムのメンテナンスは，シ
ステム運用者に依頼されたシステム管理者が実施します。Web システムをメンテナンス
する手順を次に示します。
1. システム運用者が，cmx_stop_target コマンドを使用して，メンテナンスするサービ
スユニットを閉塞，または停止します。
2. Cosminexus の修正パッチを適用する場合，システム運用者が Cosminexus 関連のプ
ログラムを停止します。修正パッチを適用しない場合は，手順 3. に進みます。
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3. システム管理者にシステムのメンテナンスを依頼します。
4. システム管理者が，システム管理者用のユーザ ID で，OS にログインします。
5. システム管理者が OS のサービスパック，セキュリティパッチ，Cosminexus の修正
パッチなどを適用します。この作業をシステム管理者が実施しているとき，システム
運用者はその場に立ち会う必要があります。
6. Cosminexus の修正パッチを適用した場合，システム運用者が Cosminexus 関連のプ
ログラムを再開します。
7. システム運用者が，cmx_start_target コマンドを使用して，サービスユニットを再開
します。

（6） システムの障害対応
障害発生時に，システム運用者が障害に対応します。システムの障害に対応する手順を
次に示します。
1. snapshotlog コマンドを使用して，Cosminexus のログを収集します。
2. 必要に応じて，snapshotlog コマンドで収集できないログを個別に収集します。
3. 収集したログを保守員に送付して，調査を依頼します。
4. 調査の結果に基づいてシステムをメンテナンスします。
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5.9 システムの監査方法の確認
この節では，システムの監査方法について説明します。
システムの監査では，監査者がそれぞれの作業手順書と監査ログに出力されている操作
の記録を照合して，正しい作業者が正しい手順で作業を実行しているかどうかを調査し
ます。

5.9.1

監査ログの入手

監査ログを入手する手順について次に示します。
1. 監査者が，「入退室手順書」に従って外部から物理的に隔離されたサーバエリアに入
室します。
2. 監査者が，監査ログサーバにログインして，各種サーバが稼働しているマシンから監
査ログを入手します。

5.9.2

監査ログの調査

監査ログの調査では，次の点を確認します。
1. 信頼できるシステム管理者が正しい方法でシステムを構築しているか
監査ログに出力された時刻，操作者，事象内容，および結果と，「システム構築手順
書」の内容に相違がないことを確認します。
2. 正しい方法で構築されたシステムが，正しく運用，および利用されているか
監査ログに出力された時刻，操作者，事象内容，および結果と，「システム運用手順
書」および「エンドユーザ操作手順書」に相違がないことを確認します。
監査ログの調査方法，および監査ログに出力されるメッセージの詳細については，次の
マニュアルを参照してください。
● 監査ログの調査方法
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ついて

の説明を参照してください。
● 監査ログに出力されるメッセージの詳細
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」，およびマニュアル
「Cosminexus メッセージ 3 KFCT ／ KFDB ／ KFDJ 編」を参照してください。
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5.10 外部ネットワークを使用するシステムで
のセキュリティの検討
この節では，外部ネットワークを使用するシステムで想定されるセキュリティ上の脅威
とその対策について説明します。

5.10.1

外部ネットワークを使用するシステムで想定される
セキュリティ上の脅威

ここでは，外部ネットワークを使用するシステムで想定されるセキュリティ上の脅威に
ついて説明します。

（1） 想定するセキュリティ上の脅威
ネットワークを使用するシステムでは，セキュリティ対策が十分でないと，アプリケー
ションを不正に実行されたり，通信内容やバックエンドのデータベースで管理している
データが漏洩または改ざんされたりするおそれがあります。これらを防ぐためには，セ
キュリティ上の脅威を認識して，それらに十分に対策しておく必要があります。
ここでは，次のようなセキュリティ上の脅威を想定します。
● システム外からシステムへの第三者の不正侵入
● アプリケーションの扱うデータの第三者への漏洩
● アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩
● アプリケーションの通信内容の第三者による改ざん
● システム利用者の許可された権限の範囲を超えた操作や情報の入手
なお，ここでは，システム外部からの脅威を想定した対策について検討します。システ
ム内部の脅威については，ここでは対象にしません。

（2） 考えられる対策
想定したセキュリティ上の脅威に対しては，それぞれ，次の表に示すような対策が考え
られます。それぞれの具体的な対策方法については，参照先の説明を参照してください。
表 5-5 セキュリティ上の脅威に対して考えられる対策
脅威
システム外からシステムへの第三者の不正侵入

対策

参照先

ファイアウォールと侵入検知システムを
配置する

5.10.2

通信内容を暗号化する

5.10.3

アプリケーションの扱うデータの第三者への漏
洩
アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩

※

197

5. セキュアなシステムの検討

脅威

対策

参照先

アプリケーションの通信内容の第三者による改
ざん
システム利用者の許可された権限の範囲を超え
た操作や情報の入手
注※

アプリケーションでユーザを認証する

5.10.4

通信内容の暗号化には，HTTPS を使用します。参照先では，HTTPS を使用する場合に，

SSL アクセラレータを使用して暗号通信を処理する方法について説明します。

5.10.2

ファイアウォールと侵入検知システムを配置する

ここでは，ファイアウォールと侵入検知システムを適切に配置，設定することでシステ
ムのセキュリティを向上させる方法について説明します。

（1） ファイアウォールと侵入検知システムを配置する目的
ファイアウォールは，外部のネットワークと内部のネットワーク間のアクセスを制御し
ます。あらかじめアクセスを許可するクライアントや通信を特定し，決められたルール
に従って通信を許可したり破棄したりすることで，外部ネットワークからの不正なアク
セスを防止します。このため，ファイアウォールを使用する場合は，通信を許可する
ポートや IP アドレスを明確にして，設定しておく必要があります。
侵入検知システム（IDS）は，通信回線を監視して，通信パターンによって不正なアクセ
スを判断します。
ファイアウォールと侵入検知システムを適切な個所に配置，設定することで，次のよう
なセキュリティ上の脅威からシステムを守れます。
● システム外からシステムへの第三者の不正侵入
● アプリケーションの扱うデータの第三者への漏洩
ここでは，次の表に示すシステム構成ごとのファイアウォールと侵入検知システムの配
置個所，および設定するときに留意することについて説明します。
表 5-6 ファイアウォールと侵入検知システムの配置を検討するためのシステム構成の分
類
システム構成

説明

参照先

基本的な Web クライアント構成

1 台のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成です。クライアントは Web ブラウザです。

5.10.2(2)

基本的な EJB クライアント構成

1 台のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成です。クライアントは EJB クライアントアプリ
ケーションです。

5.10.2(3)
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システム構成

説明

参照先

サーバの層ごとにファイア
ウォールで区切る構成（アプリ
ケーション集中型）

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成で，サーバの層ごとにファイアウォールで区切る
構成です。アプリケーションはすべて同じ層のアプリ
ケーションサーバ上で動作します。

5.10.2(4)

サーバの層ごとにファイア
ウォールで区切る構成（アプリ
ケーション分散型）

複数のアプリケーションサーバで構成されるシステム
構成で，サーバの層ごとにファイアウォールで区切る
構成です。アプリケーションは異なる複数の層のアプ
リケーションサーバ上で動作します。

5.10.2(5)

なお，インターネットと接続するシステムの場合は，外部ネットワークから直接内部
ネットワークのアプリケーションサーバにアクセスされないように，DMZ を確保して，
リバースプロキシを使用した構成を検討することをお勧めします。

（2） 基本的な Web クライアント構成の場合
ここでは，1 台のアプリケーションサーバで構成される基本的な Web クライアント構成
の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置個所について説明します。
ファイアウォールは，ネットワークから見てアプリケーションサーバの手前に配置しま
す。この構成の場合，ネットワーク上の Web クライアントは，ファイアウォール経由で
だけアプリケーションサーバにアクセスできます。
基本的な Web クライアント構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。
図 5-4 基本的な Web クライアント構成でのファイアウォールと侵入検知システムの配
置例

（a） アプリケーションサーバの設定
アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。
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● J2EE サーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EE サーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。
● Management Server および運用管理エージェントのアドレス指定
Management Server および運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。
（b） ファイアウォールの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバ内の Web サーバ（Hitachi Web Server）の
アクセスについて制御するために，次の項目を設定します。
● 外部ネットワークからの Web サーバに対してのアクセス許可
ファイアウォールの外部のネットワークとアプリケーションサーバ間の通信では，公
開ポートである HTTP/80 や HTTPS/443 などだけを許可するようにします。ただし，
システム構成によっては，DNS など，そのほかの通信を必要に応じて許可してくださ
い。
● アクセスを許可する Web クライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可する Web クライアントの IP アド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォールに通信を許可する IP アドレスを指定してください。
● Management Server および運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Server および運用管理エージェントの通信ポートについては，ファイ
アウォールの外部からはアクセスできないように通信を遮断してください。これらの
通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部のユーザからアプリケーショ
ンサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあります。
（c） 侵入検知システムの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバ内の Web サーバ（Hitachi Web Server）の
公開ポートの通信内容を監視するために，次の項目を設定します。
● 通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。
● SSL コネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPS によるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPS に関する既知の攻撃パターンとして，SSL コ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。
● 公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
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それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。

（3） 基本的な EJB クライアント構成の場合
ここでは，1 台のアプリケーションサーバで構成される基本的な EJB クライアント構成
の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置個所について説明します。
ファイアウォールは，ネットワークから見てアプリケーションサーバの手前に配置しま
す。この構成の場合，ネットワーク上の EJB クライアントは，ファイアウォール経由で
だけアプリケーションサーバにアクセスできます。
基本的な EJB クライアント構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。
図 5-5 基本的な EJB クライアント構成でのファイアウォールと侵入検知システムの配
置

（a） アプリケーションサーバの設定
アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。
● J2EE サーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EE サーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。
● Management Server および運用管理エージェントのアドレス指定
Management Server および運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。
● EJB クライアントからアクセスされるポート番号の固定
EJB クライアントからアプリケーションサーバを利用するために，EJB クライアント
から次のポート番号に通信できるように設定してください。
• CORBA ネーミングサービス
ポート番号は，通常固定されています（デフォルトのポート番号：900）
。
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• EJB コンテナ
ポート番号が固定されていないため，EJB コンテナが利用するポート番号を明示的
に指定（固定）する必要があります。指定個所については，
「3.18

Cosminexus の

プロセスが使用する TCP/UDP のポート番号」を参照してください。
● Management Server および運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Server および運用管理エージェントの通信ポートの指定については，
ファイアウォールの外部からはアクセスできないように，公開ポートを使用しないこ
とを推奨します。これらの通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部の
ユーザからアプリケーションサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあ
ります。
（b） ファイアウォールの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバ間のアクセスについて制御するために，次
の項目を設定します。
● 外部ネットワークからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可
ファイアウォールの外部のネットワークとアプリケーションサーバ間の通信では，公
開ポートである CORBA ネーミングサービスおよび EJB コンテナの固定ポートなど
だけを許可するようにします。ただし，システム構成によっては，DNS など，そのほ
かの通信を必要に応じて許可してください。
● アクセスを許可するクライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可するクライアントの IP アドレスを
限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイア
ウォールに通信を許可する IP アドレスを指定してください。
● Management Server および運用管理エージェントの通信ポートの指定
Management Server および運用管理エージェントの通信ポートについては，ファイ
アウォールの外部からはアクセスできないように通信を遮断してください。これらの
通信ポートにアクセスできると，運用管理者以外の外部のユーザからアプリケーショ
ンサーバに対して不正な運用操作が実行されるおそれがあります。
（c） 侵入検知システムの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバの公開ポートの通信内容を監視するために，
次の項目を設定します。
● 通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。
● SSL コネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPS によるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
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監視できません。この場合は，HTTPS に関する既知の攻撃パターンとして，SSL コ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。
● 公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。

（4） サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケーショ
ン集中型）
システムの規模によっては，一つのシステムが複数のアプリケーションサーバおよびそ
のほかのサーバで構成されることがあります。このような構成では，それぞれの層でセ
キュリティを確保する必要があります。
ここでは，Web サーバ，アプリケーションサーバおよびデータベースサーバを多層化し
た場合に，アプリケーションはすべて同じ層のアプリケーションサーバで動作させる構
成について説明します。この構成を，アプリケーション集中型の構成といいます。
アプリケーション集中型の構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。この構成では，サーバの層ごとに 1 台ずつ，合計 3 台のファイア
ウォールを配置しています。また，DMZ には，リバースプロキシモジュールを組み込ん
だ Web サーバ（リバースプロキシサーバ）を配置しています。
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図 5-6 アプリケーション集中型のファイアウォールと侵入検知システムの配置

また，コストなどの要因からファイアウォール数を削減したい場合は，次の図に示すよ
うな構成にできます。この例では，ファイアウォール 1 とファイアウォール 2 で実行す
るアクセス制御をファイアウォール 1 に集約して，ファイアウォール 2 を削減します。
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図 5-7 ファイアウォールを削減した構成

この構成の場合は，ファイアウォール 2 で設定する内容を，ファイアウォール 1 にまと
めて設定してください。
（a） アプリケーションサーバの設定
アプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。
● J2EE サーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EE サーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。
● Management Server および運用管理エージェントのアドレス指定
Management Server および運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。
（b） ファイアウォールの設定
この構成では，次に示す三つのファイアウォールを使用しています。
● ファイアウォール 1
外部のネットワークと DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセス
を制御します。
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● ファイアウォール 2
DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）と内部のネットワークにあるアプリ
ケーションサーバ間のアクセスを制御します。
● ファイアウォール 3
アプリケーションサーバとデータベースサーバ間のアクセスを制御します。
それぞれのファイアウォールに設定する内容について説明します。
● ファイアウォール 1 の設定
外部のネットワークと DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセスを
制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。
● 外部ネットワークから Web サーバ（リバースプロキシサーバ）に対してのアクセス許
可
ファイアウォール 1 よりも外部のネットワークからアプリケーションサーバ内の Web
サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80 や HTTPS/
443 などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNS など，そのほかの通
信を必要に応じて許可してください。
● アクセスを許可する Web クライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可する Web クライアントの IP アド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォール 1 に通信を許可する IP アドレスを指定してください。
● ファイアウォール 2 の設定
Web サーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御するためのファイアウォール
です。次の項目を設定します。
● DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）から内部ネットワークのアプリケー
ションサーバ内の Web サーバに対してのアクセス許可
ファイアウォール 2 よりも外部のネットワーク（DMZ）からアプリケーションサーバ
内の Web サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80
や HTTPS/443 などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNS など，そ
のほかの通信を必要に応じて許可してください。
● アクセスを許可する Web クライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可する Web クライアントの IP アド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，リバー
スプロキシサーバの IP アドレスを指定してください。
このほかの通信の設定は，システム構成によって，必要に応じて許可してください。
DNS などの通信の許可が必要な場合があります。
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参考
リダイレクタモジュールを DMZ の Web サーバに組み込んだ場合など，Web サーバと
J2EE サーバが動作するアプリケーションサーバの間にファイアウォールを配置した場合に
は，次の設定が必要です。
• Web サーバからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可
J2EE サーバの Web サーバ通信用ポート（リダイレクタからのリクエスト受付ポート。
デフォルトのポート番号：8007）への通信の許可を設定します。

● ファイアウォール 3 の設定
アプリケーションサーバとデータベース間のアクセスを制御するためのファイアウォー
ルです。このファイアウォールが，システムで最も重要な情報を守るための最終防衛ラ
インになります。
次の項目を設定します。
● アプリケーションサーバからデータベースサーバに対してのアクセス許可
アプリケーションサーバからデータベースサーバに対する通信は，データベースサー
バの通信用ポートだけを許可するように設定します。データベースサーバの通信用
ポートは，使用するデータベースの設定に従ってください。データベースサーバから
アプリケーションサーバへのコネクション確立が必要な場合があるので注意してくだ
さい。
このほかの通信の設定は，システム構成によって，必要に応じて許可してください。
DNS などの通信の許可が必要な場合があります。
（c） 侵入検知システムの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバ内の Web サーバの公開ポートの通信内容を
監視するために，次の項目を設定します。
● 通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，疑わしい通信は自動的に遮断するように設定する
こともできます。
● SSL コネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPS によるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPS に関する既知の攻撃パターンとして，SSL コ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。
● 公開ポート以外のポートへの通信の監視
アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワークから
送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されているお
それがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めします。
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（5） サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケーショ
ン分散型）
ここでは，「5.10.2(4) サーバの層ごとにファイアウォールで区切る構成（アプリケーショ
ン集中型）」と同様に，Web サーバ，アプリケーションサーバおよびデータベースサーバ
を多層化した場合に，アプリケーションを複数の層のアプリケーションサーバで動作さ
せるときの構成について説明します。この構成を，アプリケーション分散型の構成とい
います。
アプリケーション分散型の構成の場合のファイアウォールと侵入検知システムの配置例
を次の図に示します。この例では，Web サーバに該当するマシンがアプリケーション
サーバを兼ねているため，Web アプリケーションが Web サーバと同じ層で動作します。
また，Enterprise Bean は，Web サーバとは別のマシン上に構築されたアプリケーショ
ンサーバ上で動作します。
なお，運用管理は，各ホストに配置した Management Server によって実行します。こ
のため，管理ホストは層ごとに配置しています。
この構成では，DMZ のフロントに 1 台，およびサーバの層ごとに 1 台ずつ，合計 4 台の
ファイアウォールを配置しています。また，DMZ には，リバースプロキシモジュールを
組み込んだ Web サーバ（リバースプロキシサーバ）を配置しています。

208

5. セキュアなシステムの検討

図 5-8 アプリケーション分散型のファイアウォールと侵入検知システムの配置

（a） Web ／アプリケーションサーバでの設定
Web サーバを兼ねたアプリケーションサーバマシン（Web ／アプリケーションサーバ）
では，次の項目を設定します。なお，このアプリケーションサーバマシンでは，Web ア
プリケーションが動作します。
● J2EE サーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EE サーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。
● Management Server および運用管理エージェントのアドレス指定
Management Server および運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
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します。
（b） アプリケーションサーバの設定
Enterprise Bean が動作するアプリケーションサーバでは，次の項目を設定します。
● J2EE サーバの管理用通信ポートのアドレス指定
J2EE サーバの管理用通信ポートにアクセスできるアドレスを指定します。
● Management Server および運用管理エージェントのアドレス指定
Management Server および運用管理エージェントにアクセスできるアドレスを指定
します。
● EJB コンテナが利用するポート番号の固定
EJB コンテナが利用するポート番号を明示的に指定（固定）する必要があります。
指定個所については，
「3.18

Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポート

番号」を参照してください。
（c） ファイアウォールの設定
この構成では，次の 4 台のファイアウォールを使用しています。
● ファイアウォール 1
外部のネットワークと DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセス
を制御します。
● ファイアウォール 2
DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）と内部のネットワーク上の Web ／ア
プリケーションサーバ間のアクセスを制御します。
● ファイアウォール 3
Web ／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御しま
す。
● ファイアウォール 4
アプリケーションサーバとデータベースサーバ間のアクセスを制御します。
それぞれのファイアウォールに設定する内容について説明します。
● ファイアウォール 1 の設定
外部のネットワークと DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）間のアクセスを
制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。
● 外部ネットワークから Web サーバ（リバースプロキシサーバ）に対してのアクセス許
可
ファイアウォール 1 よりも外部のネットワークからアプリケーションサーバ内の Web
サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80 や HTTPS/
443 などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNS など，そのほかの通
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信を必要に応じて許可してください。
● アクセスを許可する Web クライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可する Web クライアントの IP アド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，ファイ
アウォール 1 に通信を許可する IP アドレスを指定してください。
● ファイアウォール 2 の設定
外部のネットワークと内部のネットワーク上の Web ／アプリケーションサーバ間のアク
セスを制御するためのファイアウォールです。次の項目を設定します。
● DMZ の Web サーバ（リバースプロキシサーバ）からアプリケーションサーバ内の
Web サーバに対してのアクセス許可
ファイアウォール 1 よりも外部のネットワークから，アプリケーションサーバ内の
Web サーバに対する通信は，公開ポートへの通信だけを許可します。HTTP/80 や
HTTPS/443 などが該当します。ただし，システム構成によっては，DNS など，その
ほかの通信を必要に応じて許可してください。
● アクセスを許可する Web クライアントの IP アドレスの限定（任意）
ファイアウォールの機能を使用してアクセスを許可する Web クライアントの IP アド
レスを限定することで，そのシステムの利用者を特定できます。この場合は，リバー
スプロキシサーバの IP アドレスを指定してください。
● ファイアウォール 3 の設定
Web ／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバ間のアクセスを制御するため
のファイアウォールです。次の項目を設定します。
● Web ／アプリケーションサーバからアプリケーションサーバに対してのアクセス許可
Web ／アプリケーションサーバからアプリケーションサーバ上の J2EE サーバを利用
するために，次のポート番号に通信できるように設定してください。
• CORBA ネーミングサービス
ポート番号は，通常固定されています（デフォルトのポート番号：900）
。
• EJB コンテナ
ポート番号が固定されていないため，EJB コンテナが利用するポート番号を明示的
に指定（固定）する必要があります。
指定個所については，
「3.18

Cosminexus のプロセスが使用する TCP/UDP のポー

ト番号」を参照してください。
● トランザクション関連の双方向アクセスの許可（グローバルトランザクションでトラ
ンザクションコンテキストプロパゲーションを使用する場合）
Web ／アプリケーションサーバとアプリケーションサーバの間で，グローバルトラン
ザクションでトランザクションコンテキストプロパゲーションを使用する場合は，両
方のアプリケーションサーバの次に示すポートが双方向で通信できるように設定しま
す。
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• J2EE サーバのトランザクションリカバリ用通信ポート（デフォルトのポート番号：
20302）
• スマートエージェントの通信ポート（デフォルトのポート番号：14000）
● そのほかの設定（任意）
システム構成によっては，DNS など，そのほかの通信を必要に応じて許可してくださ
い。
● ファイアウォール 4 の設定
アプリケーションサーバとデータベース間のアクセスを制御するためのファイアウォー
ルです。このファイアウォールが，システムで最も重要な情報を守るための最終防衛ラ
インになります。
次の項目を設定します。
● アプリケーションサーバからデータベースサーバに対してのアクセス許可
アプリケーションサーバからデータベースサーバに対する通信は，データベースサー
バの通信用ポートだけを許可するように設定します。データベースサーバの通信用
ポートは，使用するデータベースの設定に従ってください。データベースサーバから
アプリケーションサーバへのコネクション確立が必要な場合があるので注意してくだ
さい。また，システム構成によっては，DNS など，そのほかの通信を必要に応じて許
可してください。
（d） 侵入検知システムの設定
外部ネットワークとアプリケーションサーバ内にある Web サーバの公開ポートの通信内
容を監視するために，次の項目を設定します。
● 通信内容の監視
通信内容に既知の攻撃パターンや，攻撃と疑われるようなパターンが含まれている場
合は運用管理者などに警告を通知するように設定します。侵入検知システムとファイ
アウォールの連携機能を利用して，自動的に疑わしい通信は遮断するように設定する
こともできます。
● SSL コネクションの確立部分への攻撃の監視
HTTPS によるアクセスは，通信内容が暗号化されているため，基本的に通信内容を
監視できません。この場合は，HTTPS に関する既知の攻撃パターンとして，SSL コ
ネクションの確立部分への攻撃などを監視対象としてください。
● 公開ポート以外のポートへの通信の監視
Web ／アプリケーションサーバの公開ポート以外のポートへの通信が外部ネットワー
クから送信されている場合は，設定ミスなどによってファイアウォールが突破されて
いるおそれがあります。この場合，警告を通知するように設定することをお勧めしま
す。
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5.10.3

SSL アクセラレータを使用して暗号通信を処理する

ここでは，SSL アクセラレータを使用して暗号通信を処理する方法について説明します。

（1） SSL アクセラレータを使用する目的
セキュリティ上の脅威のうち，アプリケーションの通信内容の第三者への漏洩または改
ざんを防ぐ方法の一つに，通信内容の暗号化があります。暗号化手段としては，通信に
HTTPS を使用する方法があります。ただし，HTTPS の基盤となる TLS ／ SSL による
通信は大変負荷が高い処理です。
SSL アクセラレータは，このような場合に，Web サーバやアプリケーションサーバに負
荷を掛けないで，HTTPS によって暗号化された通信内容の処理を実現するための専用
ハードウェアです。SSL アクセラレータを適切に配置することで，Web サーバやアプリ
ケーションサーバに負荷を掛けることなく，暗号化された内容の通信を高速化できます。

（2） SSL アクセラレータの配置
SSL アクセラレータを適用した構成の例を次の図に示します。
図 5-9 SSL アクセラレータを適用した構成

Web クライアントから HTTPS によって送信された通信内容は，SSL アクセラレータに
よって復号化され，HTTP によって Web サーバまたはアプリケーションサーバに送信さ
れます。また，Web サーバまたはアプリケーションサーバから HTTP によって送信され
た通信内容は，SSL アクセラレータによって暗号化されて，Web クライアントに送信さ
れます。
SSL アクセラレータを配置する場合は，次の点に留意してください。
● SSL アクセラレータは，ファイアウォールとの併用もできます。併用する場合は，
SSL アクセラレータを Web サーバまたはアプリケーションサーバと一体として扱っ
てください。
● Web サーバ連携をする場合は，SSL アクセラレータ使用時に，リダイレクタの追加設
定が必要な場合があります。リダイレクタを設定すると，例えば，Web クライアント

213

5. セキュアなシステムの検討

からのリクエストが HTTP/1.0 の場合にリクエストのフォワード先指定などができま
す。Management Server を利用してシステムを構築する場合は，運用管理ポータル
の「論理サーバの環境設定」で設定できます。論理 Web サーバの［リダイレクタの設
定］画面の「ゲートウェイ指定機能の設定」で，
「SSL アクセラレータの使用」に，
「する」を選択してください。
Management Server を利用しないでシステムを構築する場合は，次のファイルに設
定します。
Hitachi Web Server の場合
mod_jk.conf ファイルの JkGatewayHttpsScheme キー
Microsoft IIS の場合
isapi_redirect.conf ファイルの gateway_https_scheme キー
詳細は，マニュアル「Cosminexus
「Cosminexus リファレンス

運用管理操作ガイド」およびマニュアル

定義編」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は，SSL アクセラレータ使用時に，Web
コンテナの追加設定が必要な場合があります。この設定によって，例えば，Web クラ
イアントからのリクエストが HTTP/1.0 の場合にリクエストのフォワード先指定など
ができます。Management Server を利用してシステムを構築する場合は，運用管理
ポータルの「論理サーバの環境設定」で設定できます。論理 J2EE サーバの［その他
の設定］画面で，
「ゲートウェイ指定機能の設定」の「SSL アクセラレータの使用」
に，
「する」を選択してください。
Management Server を利用しないでシステムを構築する場合は，usrconf.properties
ファイルの webserver.connector.inprocess_http.gateway.https_scheme キーに設定し
ます。
詳細は，マニュアル「Cosminexus
「Cosminexus リファレンス

5.10.4

運用管理操作ガイド」およびマニュアル

定義編」を参照してください。

アプリケーションでユーザを認証する

ここでは，Web クライアント構成の場合に，セキュリティ確保のためにアプリケーショ
ンで利用できる認証機能について説明します。

（1） アプリケーションでユーザを認証する目的
アプリケーションを実行するユーザを認証することで，セキュリティ上の脅威のうち，
システム利用者によって，許可した権限の範囲を超えて操作されたり情報を入手された
りすることを防げます。
Cosminexus では，次の 3 種類のプロトコルを使用してユーザ認証によるセキュリティ
確保ができます。
● HTTPS（クライアント認証）
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● HTTP（Basic 認証）
● HTTP（Form 認証）
これらのプロトコルを目的に応じて使い分けて，セキュリティを確保してください。

（2） アプリケーションによるユーザ認証方法の比較
通信プロトコルごとの，認証実施個所および認証に使用されるエンジンについて，次の
表に示します。
表 5-7 通信プロトコルごとの認証実施個所および認証に使用されるエンジン
使用するプロトコル

認証実施個所

HTTPS( クライアント認証 )

HTTP(Basic 認証 )

認証に使用されるエンジン

Hitachi Web Server または
Microsoft IIS

SSL

SSL アクセラレータ

SSL

Hitachi Web Server

HWS パスワードファイル
LDAP リポジトリ

HTTP(Form 認証 )

J2EE サーバ（Web コンテナ）

パスワードファイル

J2EE サーバ（Web コンテナ）

パスワードファイル

J2EE サーバ（統合ユーザ管理）

統合ユーザ管理パスワードファ
イル
データベース
LDAP リポジトリ

それぞれのプロトコルおよび認証に使用されるエンジンには特徴があります。それらの
特徴を考慮して，システムの目的に合った認証方法を選択してください。
（a） プロトコルの特徴
Cosminexus のシステムの認証処理に使用できるプロトコルの特徴について，次の表に
示します。
表 5-8 プロトコルの特徴
使用するプロトコル
HTTPS
（クライアント認証）

認証インタフェースの
自由度

クライアントでの管理
の容易さ

ネットワークの安全性

Web ブラウザが提供す
る機能に制約されま
す。

クライアント証明書が
必要です。

暗号化されているた
め，盗聴されても認証
情報は安全です。
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使用するプロトコル

認証インタフェースの
自由度

クライアントでの管理
の容易さ

ネットワークの安全性

HTTP
（Basic 認証）

Web ブラウザが提供す
る機能に制約されま
す。

一般的なユーザ名称／
パスワード形式を使用
した認証ができます。

パスワードが平文また
はそれと同等の形式で
流出します。
このため，通常は，
HTTPS（サーバ認証
だけ）の暗号機能と併
用して使用します。

HTTP
（Form 認証）

アプリケーションごと
にデザインできます。

一般的なユーザ名称／
パスワード形式を使用
した認証ができます。

パスワードが平文また
はそれと同等の形式で
流出します。
このため，通常は，
HTTPS（サーバ認証
だけ）の暗号機能と併
用して使用します。

（b） 認証に使用されるエンジンの特徴
認証に使用されるエンジンの特徴について，次の表に示します。
表 5-9 認証に使用されるエンジンの特徴
システム構成へ
の影響

性能影響への影響

サーバまたはホ
ストごとにユー
ザ情報が散在し
ます。

特に認証用のプ
ロセスは必要あ
りません。

認証時にほかのプ
ロセスやホストと
の通信が発生しな
いため，高速で
す。

形式によっては，
既存のユーザ情報
データベースを利
用できます。

ユーザ情報の一
括管理ができま
す。

ユーザ情報を格
納するデータ
ベースサーバが
必要です。

認証時にデータ
ベースアクセスに
必要な時間が掛か
ります。

形式によっては，
既存のユーザ情報
リポジトリを利用
できます。

ユーザ情報の一
括管理，および
分散したユーザ
情報の集中管理
ができます。

ユーザ情報を格
納する LDAP
対応のディレク
トリサーバが必
要です。

認証時に LDAP
ディレクトリサー
バへのアクセスに
必要な時間が掛か
ります。

エンジンの種類

はん用性

パスワードファイル

使用する機能ごと
に形式が異なりま
す。

データベース

LDAP リポジトリ
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6

パフォーマンスチューニン
グ（J2EE アプリケーション
実行基盤）
この章では，J2EE アプリケーションを実行するシステムのパ
フォーマンスをチューニングする方法について説明します。
パフォーマンスチューニングによって動作環境を最適化するこ
とで，システムの性能を最大限に生かせるようになります。
バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニン
グについて検討する場合は，「7. パフォーマンスチューニン
グ（バッチアプリケーション実行基盤）」を参照してください。

6.1 パフォーマンスチューニングで考慮すること
6.2 チューニングの方法
6.3 同時実行数を最適化する
6.4 Enterprise Bean の呼び出し方法を最適化する
6.5 データベースへのアクセス方法を最適化する
6.6 タイムアウトを設定する
6.7 Web アプリケーションの動作を最適化する
6.8 CTM の動作を最適化する
6.9 そのほかの項目のチューニング
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6.1 パフォーマンスチューニングで考慮するこ
と
この節では，J2EE アプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングで考慮する
ことについて説明します。

6.1.1

パフォーマンスチューニングの観点

J2EE アプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングは，次の観点で実施しま
す。
● 同時実行数の最適化
● Enterprise Bean の呼び出し方法の最適化
● データベースアクセス方法の最適化
● タイムアウトの設定
● Web アプリケーションの動作の最適化
● CTM の動作の最適化
● そのほかの項目のチューニング
それぞれのポイントについて説明します。

（1） 同時実行数の最適化
同時実行数の最適化は，処理を多重化して CPU の処理能力を最大限に引き出して，シス
テムのスループットを向上させることを目的とします。しかし，次のような場合，多重
化しただけではスループットが向上しません。場合によっては，スループットが低下す
るおそれがあります。
● 入出力処理，排他処理などのボトルネックがある場合
● 最大スループットに到達している場合
● CPU の利用率が飽和した状態で多重度以上の負荷を掛けた場合
● 実行待ちキューのサイズが不適切な場合
● 階層的な最大実行数の設定が不適切な場合
パフォーマンスチューニングでは，これらを考慮しながら適切なチューニングを実施し
て，同時実行数の最適化を図ります。

（2） Enterprise Bean の呼び出し方法の最適化
Enterprise Bean の呼び出し方法の最適化は，同じ J2EE アプリケーションや同じ J2EE
サーバ内のコンポーネントを呼び出すときに，ローカルインタフェースやリモートイン
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タフェースのローカル呼び出し機能を利用することで，不要なネットワークアクセスを
削減することを目的とします。
次の機能を利用することで，RMI-IIOP 通信によって発生する不要なネットワークアク
セスを削減できます。
● ローカルインタフェースの利用
● リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の利用
また，引数や戻り値の渡し方を参照渡しにすることで，さらに処理性能を向上できる場
合があります。パフォーマンスチューニングでは，アプリケーションやシステムの特徴
によってこれらの機能を有効に活用して，処理性能の向上を図ります。

（3） データベースアクセス方法の最適化
データベースアクセス方法の最適化は，処理に時間が掛かるコネクションやステートメ
ントを事前に生成しておくことで，データベースアクセス時のオーバーヘッドを削減す
ることを目的とします。
パフォーマンスチューニングでは，次に示す機能を有効に活用することで，データベー
スアクセス処理を最適化し，スループットを向上させます。
● コネクションプーリング
● ステートメントプーリング（PreparedStatement および CallableStatement のプーリ
ング）

（4） タイムアウトの設定
タイムアウトの設定は，システムのトラブル発生を検知して，リクエストの応答が返ら
なくなることを防ぎ，適宜リソースを解放することを目的とします。
設定できるタイムアウトには，次の種類があります。
● Web フロントシステムのタイムアウト
● バックシステムのタイムアウト
● トランザクションのタイムアウト
● データベースのタイムアウト

（5） Web アプリケーションの動作の最適化
Web アプリケーションの動作の最適化は，コンテンツの配置方法の検討やキャッシュの
利用によって不要なネットワークアクセスを削減して処理速度を速めたり，負荷分散に
よってシステムのスループットの向上を図ったりすることを目的とします。
なお，Web サーバとして，リダイレクタモジュールを組み込んだ Web サーバと連携する
場合と，インプロセス HTTP サーバを使用している場合で，チューニングできる項目が
異なります。
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Web サーバと連携する場合には，次の処理ができます。
● 静的コンテンツと Web アプリケーションでの処理の振り分け
● 静的コンテンツのキャッシュ
● セッション情報に応じたリクエストの振り分け
インプロセス HTTP サーバを使用する場合は，次の処理ができます。
● 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の切り分け
● 静的コンテンツのキャッシュ

（6） CTM の動作の最適化
CTM の動作の最適化は，CTM で使用するプロセス間の通信間隔を最適化して通信負荷
を軽減したり，トラブル発生時に迅速に検知して対処したりすることで，システムとし
ての性能を向上させることを目的とします。また，CTM によってリクエストの処理に優
先順位を付けることで，重要なリクエストをすばやく処理するようにもチューニングで
きます。

（7） そのほかの項目のチューニング
アプリケーションサーバでは，(1) 〜 (6) で説明した項目以外にも，チューニングできる
項目があります。必要に応じてチューニングを実施してください。

6.1.2

チューニング手順

パフォーマンスチューニングは，システムのパフォーマンスを生かす最適な設定を見つ
ける作業です。構築した環境で，実際に処理を実行したり，模擬的な負荷を掛けたりし
ながら，パラメタの調整やボトルネックの調査，解消によってパフォーマンスを向上さ
せていきます。
パフォーマンスチューニングの手順の例として，ここでは，同時実行数のチューニング
手順を示します。
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図 6-1 パフォーマンスチューニングの手順（同時実行数をチューニングする場合）

チューニング作業では，まず，目標値を決定します。ここでは，CPU 利用率などが該当
します。
次に，各パラメタに初期値を設定した状態でのスループットを測定し，そのあとで模擬
的な負荷を掛けながら各パラメタを調整して，目標値に近い最適な値を見つけていきま
す。模擬的な負荷は，専用のツールを使用して発生させます。
チューニングの際，CPU の利用率の測定には，OS に付属している監視ツールなどが利
用できます。スループットの測定は，負荷発生ツールなどによって測定できます。また，
稼働スレッド数など，Cosminexus の稼働情報については，稼働情報収集機能などで確
認できます。確認方法については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を
参照してください。
スループットが目標値に達したところで，パフォーマンスチューニングは完了です。な
お，CPU 利用率が 100% からかなり低い状態で飽和した場合は，システム上に入出力処
理や排他処理などのボトルネックがあるおそれがあります。ボトルネックを調査し，対
策してから，再度パフォーマンスチューニングを実行してください。Cosminexus のシ
ステムのボトルネックの調査には，性能解析トレースを利用できます。性能解析トレー
スの機能詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
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性能解析トレースを利用して取得したトレースファイルの利用方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

6.1.3

アプリケーションの種類ごとにチューニングできる項
目

チューニング項目は，アプリケーションの種類によって異なります。アプリケーション
に含まれるコンポーネントごとのチューニング項目について，次に示します。
表 6-1 サーブレットと JSP で構成されるアプリケーション（Web アプリケーション）
のチューニング項目
チューニング項目

利用できる機能

リクエスト処理スレッド数の最適
化（インプロセス HTTP サーバ
を使用する場合）

リクエスト処理スレッド数の制御（インプロセス

同時実行数の最適化

Web アプリケーションでの同時実行スレッド数制
御（Web コンテナ単位，Web アプリケーション単
位，または URL グループ単位）

6.3.4

データベースアクセス方法の最適
化

コネクションプーリング

6.5.1

ステートメントプーリング

6.5.2

Web フロントシステムでのタイムアウトの設定

6.6.2

J2EE アプリケーションのメソッド実行時間に対
するタイムアウトの設定

6.6.6

静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の
切り分け

6.7.1

静的コンテンツのキャッシュ

6.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け（Web
サーバ連携の場合）

6.7.3

Persistent Connection の制御（インプロセス
HTTP サーバを使用する場合）

6.9

タイムアウトの設定

Web アプリケーションの動作の
最適化

そのほかの項目のチューニング

注※

参照先
6.3.3

※

HTTP サーバを使用する場合）

Web サーバと連携する場合は，Web サーバの機能を使用してチューニングしてください。

表 6-2 Enterprise Bean で構成されるアプリケーションのチューニング項目
チューニング項目
同時実行数の最適化

利用できる機能
Stateless Session Bean のインスタンスプーリン
グ
Stateful Session Bean のセッション制御
Message-driven Bean のインスタンスプーリング
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参照先
6.3.5

6.

チューニング項目

Enterprise Bean の呼び出し方法
の最適化

データベースアクセス方法の最適
化

タイムアウトの設定

注※
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利用できる機能

参照先

CTM による同時実行数制御※（CTM を使用して
いる場合）

6.3.6

ローカルインタフェースの使用

6.4.1

リモートインタフェースのローカル呼び出し最適
化

6.4.2

リモートインタフェースの参照渡し

6.4.3

コネクションプーリング

6.5.1

ステートメントプーリング

6.5.2

バックシステムでのタイムアウトの設定

6.6.3

トランザクションタイムアウトの設定

6.6.4

データベースでのタイムアウトの設定

6.6.5

J2EE アプリケーションのメソッド実行時間に対
するタイムアウトの設定

6.6.6

Stateless Session Bean だけが対象です。

また，CTM を使用したシステムの場合に設定できる，CTM の動作のチューニング項目
を次の表に示します。CTM は，アプリケーションが Stateless Session Bean で構成され
ている場合に使用できます。
表 6-3 CTM の動作についてのチューニング項目
チューニング項目
CTM の動作の最適化

利用できる機能

参照先

CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼
働状態を監視する間隔のチューニング

6.8.1

負荷状況監視間隔のチューニング

6.8.2

CTM デーモンのタイムアウト閉塞の設定

6.8.3

CTM で振り分けるリクエストの優先順位の設定

6.8.4
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6.2 チューニングの方法
この節では，チューニングの方法について説明します。チューニングの方法は，設定対
象の種類によって異なります。

（1） J2EE サーバおよび Web サーバ（リダイレクタを含む）のチューニ
ング
J2EE サーバおよび Web サーバ（リダイレクタを含む）のチューニングには，Smart
Composer 機能の簡易構築定義ファイルを使用します。簡易構築定義ファイルでは，
<configuration> タグ下の <logical-server-type> に設定対象とする論理サーバの種類
（J2EE サーバまたは Web サーバ）を指定して，<param> タグ下でパラメタ名とその値
を設定します。簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡
易構築・運用ガイド」を参照してください。

参考
Web Redirector を使用する場合など，Smart Composer 機能を使用できない場合，Web
サーバ（リダイレクタを含む）のチューニングはファイルを編集して定義します。
Smart Composer 機能を使用できない場合に，Web サーバ（リダイレクタを含む）のチュー
ニングに使用するファイルについて，次の表に示します。

表 6-4 Smart Composer 機能を使用できない場合に Web サーバ（リダイレクタを含む）
のチューニングに使用するファイル
対象

チューニング方法

Web サーバ

httpsd.conf の編集

Web サーバ（リダイレクタ）

mod_jk.conf（Hitachi Web Server の場合）の編集
isapi_redirect.conf（Microsoft IIS の場合）の編集
worker.properties（ワーカの設定の場合）の編集

mod_jk.conf，isapi_redirect.conf および worker.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。httpsd.conf の詳細について

は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） アプリケーションまたはリソースのチューニング
アプリケーションおよびリソースのチューニングをする場合は，次のどちらかの方法で
チューニングします。
● サーバ管理コマンド
● Server Plug-in
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なお，Server Plug-in は，Smart Composer 機能で構築した，Management Server を利
用するシステムで使用できます。
サーバ管理コマンドを使用する場合は，属性ファイルを編集します。属性ファイルの詳
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。なお，属性ファイルは Server Plug-in の画面を使用して編集することもできます。
属性ファイルのタグと対応する Server Plug-in の画面については，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） CTM の動作のチューニング
CTM のチューニングには，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルを使用しま
す。簡易構築定義ファイルでは，<configuration> タグ下の <logical-server-type> に設定
対象とする論理サーバの種類（CTM ドメインマネジャまたは CTM）を指定して，
<param> タグ下でパラメタ名とその値を設定します。
簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。

（4） それ以外の項目のチューニング
このほか，チューニングで使用するパラメタには，API で設定する項目や，データベー
スで設定する項目などがあります。これらの設定については，それぞれの節のチューニ
ングパラメタの説明を参照してください。
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6.3 同時実行数を最適化する
この節では，アプリケーションのリクエストの同時実行数を最適化するための考え方と
チューニング方法について説明します。

6.3.1

同時実行数制御および実行待ちキュー制御の考え方

Cosminexus のシステムでアプリケーションのスループットを向上させるためには，複
数のリクエストを多重処理することが有効です。複数のスレッドで多重にリクエストを
処理した方が，単一スレッドで一度に 1 リクエストずつ処理するのに比べて，多くの場
合，スループットを向上させられます。
ただし，入出力処理，排他処理などにボトルネックがあったり，すでに最大スループッ
トに到達していたりする場合は，多重化によるスループットの向上はできません。この
ため，同時実行数のチューニングは，次の点を確認しながら進めます。
入出力処理，排他処理などのボトルネックの排除
スレッドを多重化しても CPU 利用率が少ないままでスループットが向上しない場合
は，アプリケーションのデータベースアクセスなどの入出力処理や排他処理などに
ボトルネックがあるおそれがあります。この場合は，ボトルネックになっている処
理を特定して，排除してからチューニングする必要があります。例えば，データ
ベースアクセス方法をチューニングしたり，排他処理方法を変更したりして，入出
力処理，排他処理などのボトルネックを取り除きます。
最大スループットの確認
リクエストの多重度を大きくしてスレッド数を増やしていくと，スレッド数の増加
に伴って CPU の空き時間が減少し，さらに増やしていくと，ほとんど CPU の空き
時間がない状態になります。この状態になると，スレッドを増やしてもスループッ
トは上がりません。
これは，CPU がボトルネックになっている状態であり，マシン単体の性能として，
限界に達している状態です。つまり，この時点のスループットが，マシン単体での
アプリケーションの最大スループットになります。
これ以上のスループットを確保したい場合は，CPU やマシン数を増加させるなど，
ハードウェアの増強が必要になります。
同時実行数制御によるスループットの維持
CPU の利用率が飽和した状態で，さらに多重度を大きくしてスレッドを増やした場
合，実行可能な状態で CPU が割り当てられないスレッドが増えます。この状態で
は，スレッド間のロックが競合したり，スレッドのコンテキストスイッチが多発し
たりするので，スループットが低下するおそれがあります。
また，スレッド数を増やすと，アプリケーションサーバ内ではスレッド数に応じて
メモリ使用量が増えます。つまり，スループット低下とメモリ使用量の増加を防ぐ
ためには，スレッド数の増加を実行可能なスレッド数までに制限する必要がありま
す。
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同時実行数制御機能を適切に使用することで，最大同時実行数をチューニングして，
リクエストの多重度を大きくした場合でも，最大同時実行数分以上のリクエストの
実行を待たせることができます。この結果，一時的に過負荷状態が発生したり，負
荷のピークの状態になったりしても，高いスループットを維持できます。
実行待ちキューサイズの調整
アプリケーションサーバに到着したリクエストが同時実行数の上限を超えたとき，
リクエストをキューに登録することで，実行中のほかのリクエストの処理が終わる
までそのリクエストを待たせることができます。しかし，ほかのリクエストの処理
が終わるまでリクエストを待たせておくためのキューのサイズ（実行待ちキューサ
イズ）に上限を設定している場合，実行待ちキューが上限に達したあとで到着した
リクエストについては，実行待ちキューには登録されないでクライアントにエラー
として返却されます。このため，実行待ちキューに上限を設定する場合は，待たせ
るキューに必要な数を確保しておく必要があります。
実行待ちキューへのリクエストの登録とエラーの返却の考え方を，次の図に示しま
す。
図 6-2 実行待ちキューへのリクエストの登録とエラーの返却
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ポイント
リクエストを実行待ちキューで待たせるのは，一時的な過負荷状態の場合や負荷のピークの
場合にエラーが発生するのを防ぐためです。エラーが返却されるのを避けるために実行待ち
キューサイズをむやみに増やすのは，本質的な解決にはなりません。同時実行数を増やした
り，必要に応じて CPU やマシン数を増設したりするなどの対処をしてください。
また，クライアント側でタイムアウトを設定している場合は，リクエストが実行待ちキュー
に登録されてから実際に実行されるまでの時間が掛かり過ぎると，リクエストの実行前にタ
イムアウトが発生してエラーになるおそれがあります。
このため，実行待ちキューサイズは，最適なサイズに設定してください。

階層的なアプリケーションでの最大同時実行数のバランス
あるレイヤだけをチューニングして同時実行数を増やしても，システム全体の性能
は向上しません。これは，システム全体としての性能は，性能が低いレイヤに制約
されてしまうためです。
特定のレイヤだけを最適化したために無意味な設定を含んでしまった例を，次の図
に示します。
図 6-3 特定のレイヤだけを最適化したために無意味な設定を含んでしまった例

また，同時実行数を増やすと，実際にはリクエストを処理していないアイドル状態の場
合にも，メモリなどのリソースをむだに消費するおそれがあります。
このため，同時実行数を制御する場合には，システム全体を見渡して，適切な同時実行
数をそれぞれのレイヤに設定するようにしてください。

6.3.2

最大同時実行数と実行待ちキューを求める手順

最大同時実行数および実行待ちキューサイズは，次の手順に従ってチューニングできま
す。
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1. 負荷発生ツールなどを利用して，リクエストの多重度を増やします。
このとき，サーバ側の CPU 利用率が 80% 〜 90% に達した場合は，手順 2. に進みま
す。80% 〜 90% に達しない，低い状態でスループットが向上しなくなった場合は，
入出力処理や排他処理などにボトルネックがあることが考えられます。この場合は，
ボトルネックになっている処理を特定して，性能を改善します。
2. サーバ側の CPU 利用率が 80% 〜 90% に達した多重度を，最大同時実行数として
チューニングパラメタに設定します。
この状態でのスループットが，単体マシンの最大スループットになります。これ以上
のスループットを求めたい場合は，ハードウェアの増強が必要です。
3. 負荷発生ツールなどでさらに高い負荷を掛けて，最大スループットが維持できるかど
うかを確認します。
維持できない場合は，最大スループット以上の負荷が掛からないように，チューニン
グパラメタを調整します。
4. 実際のシステムでの一時的な過負荷状態，および負荷のピークの状態でのリクエスト
数を見積もり，実行待ちキューサイズを決定します。
5. 階層的な構造を持つアプリケーションでは，各レイヤでの同時実行数および実行待ち
キューサイズのバランスが取れるよう，調整します。

6.3.3

Web サーバでのリクエスト処理スレッド数を制御する

Web フロントシステムの場合，Web ブラウザなどのクライアントからのリクエストは，
Web サーバが作成するリクエスト処理スレッドによって処理されます。リクエスト処理
スレッド数を適切に制御することで，処理性能の向上が図れます。
ここでは，Web サーバでのリクエスト処理スレッド数を制御する目的と，チューニング
の指針について説明します。
なお，ここでは，インプロセス HTTP サーバを使用している場合のチューニングの方法
について説明します。

参考
Web サーバ連携時に Hitachi Web Server を使用している場合は，Hitachi Web Server の設
定で同様のチューニングができます。詳細は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照し
てください。
また，Smart Composer 機能を使用してシステムを構築する場合，Web サーバでのリクエス
ト処理スレッド数の設定は，抽象パラメタの利用によって設定できます。抽象パラメタと
は，互いに関連のあるパラメタを一つにまとめたパラメタです。抽象パラメタを利用するこ
とで，Web サーバのリクエスト処理スレッド数の設定を，同時実行スレッド数などの関連す
るパラメタと一緒に定義できます。抽象パラメタについては，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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（1） リクエスト処理スレッド数を制御する目的
リクエスト処理スレッド数を J2EE サーバが動作しているホストの性能やクライアント
からのアクセス状況に合わせてチューニングすることで，性能向上を図れます。
リクエスト処理スレッドの生成は，負荷が高い処理です。リクエスト処理スレッドをあ
らかじめ生成してプールしておくことで，Web ブラウザなどのクライアントからのリク
エスト処理要求時の負荷を軽くして，処理性能を高めることができます。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，J2EE サーバ起動時にリクエスト処理ス
レッドをまとめて生成してプールしておき，Web ブラウザなどのクライアントからリク
エスト処理要求があった場合にそれを利用するようにできます。これによって，リクエ
スト処理要求時の処理性能の向上を図れます。なお，プールしているスレッドの数を監
視しておくことで，プールしているスレッド数が少なくなった場合はさらに追加生成し
て，プールに確保しておくこともできます。
ただし，使用しないスレッドを大量にプールしておくと，むだなリソースを消費します。
このため，システムの処理内容に応じて，プールするリクエスト処理スレッド数を適切
に制御し，場合によっては不要なスレッドを削除することが必要です。
リクエスト処理スレッドの制御では，これらを考慮して，パラメタに適切な値を設定し
てください。

（2） 設定の指針
リクエスト処理スレッド数の制御では，次のパラメタ使用してチューニングできます。
● J2EE サーバ起動時に生成するリクエスト処理スレッドの数
● Web クライアントとの接続数（リクエスト処理スレッド数）の上限数
● 接続数の上限を超えた場合の TCP/IP の Listen キュー（バックログ）の最大値
● 予備スレッド数の最大数および最小数
● J2EE サーバ起動時に生成したリクエスト処理スレッド数を維持するかどうかの選択
これらのパラメタを設定するときには，次の点に留意してください。
● 提供するサービスの内容によっては，J2EE サーバ起動直後から大量のリクエストを
処理する必要があります。この場合は，J2EE サーバ起動時に生成するリクエスト処
理スレッドの数に，大きな値を指定してください。
● 予備スレッド数の最大数を大きくしておくと，クライアントからのアクセスが急に増
加した場合にも，処理性能を下げることなく迅速に対応できます。ただし，多くの予
備スレッドをプールしておくと，多くのリソースが消費されます。このため，急な増
加が予想されるアクセス数を見積もって，適切な数の予備スレッドがプールされるよ
うに，注意して設定してください。
● 一定数のリクエスト処理スレッドは確保した状態で，それを超えるリクエスト処理ス
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レッドの増減を最大数と最小数を指定して制御したい場合は，J2EE サーバ起動時に
生成したリクエスト処理スレッド数を維持する設定にしてください。これによって，
システムとして最低確保しておきたい数のリクエスト処理スレッドを確保した状態で，
クライアントからのアクセスピーク時のリクエスト処理スレッド数の増減に対応でき
ます。未使用のリクエスト処理スレッド数が予備スレッド数の最大値を超えている場
合も，J2EE サーバ起動時に生成した数のリクエスト処理スレッドは維持されます。
● 一度作成したスレッドを削除しないでプールし続けたい場合は，予備スレッド数の最
大数を，Web クライアントとの最大接続数と同じ値にしてください。
このほか，Web アプリケーションの同時実行スレッド数との関係についても留意してく
ださい。Web アプリケーションの同時実行スレッド数については，
「6.3.4 Web アプリ
ケーションの同時実行数を制御する」を参照してください。

6.3.4

Web アプリケーションの同時実行数を制御する

Web アプリケーションの同時実行数制御では，Web フロントシステムの場合に，Web
サーバが Web ブラウザなどのクライアントから受け付けたリクエストの処理を，同時に
幾つのスレッドで実行するかを制御します。
同時実行スレッド数は，URL グループ単位，Web アプリケーション単位，または Web
コンテナ単位で制御できます。同時実行スレッド数は，Web サーバ連携の場合，インプ
ロセス HTTP サーバを使用する場合，どちらの場合も制御できます。

（1） 同時実行スレッド数制御の違い
Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位，および URL グループ単位の同時実行
スレッド数制御の違いは次のとおりです。
Web コンテナ単位
Web コンテナ全体で同時にリクエストを処理するスレッド数を設定できます。
Web アプリケーション単位
Web コンテナ上で動作する 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できます。
URL グループ単位
リクエストを Web アプリケーション内の特定の業務処理（業務ロジック）に対応す
る URL に振り分ける場合，振り分け先 URL の処理ごとに，同時にリクエストを処
理するスレッド数を設定できます。
Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位，および URL グループ単位の同時実行
スレッド数の関係を次の図に示します。
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図 6-4 Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位，および URL グループ単位の同
時実行スレッド数の関係

Web アプリケーションに対するリクエストの実行は，Web コンテナ単位，Web アプリ
ケーション単位，および URL グループ単位に設定した同時実行スレッド数に制限されま
す。Web コンテナ単位，Web アプリケーション単位および URL グループ単位に設定し
た同時実行スレッド数を超えるリクエストは，それぞれの実行待ちキューに入ります。

（2） 選択の指針
同時実行スレッド数制御の単位を選択するときの指針について説明します。
なお，同時実行スレッド数を制御する機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus
機能解説」を参照してください。
● Web アプリケーション単位の選択の指針
Web アプリケーション単位の同時実行数を制御することで，J2EE サーバが TCP 接続要
求だけではなく，Web アプリケーションの実行待ちキューを管理できるようになります。
このため，J2EE サーバ上で実行する Web アプリケーションが一つだけの場合でも，
Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数を設定することをお勧めします。
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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は，Web コンテナ単位で設定
する場合に比べて，次のような利点があります。
● Web アプリケーションごとの同時実行スレッド数に上限を設けることで，特定の業務
に対応する 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しないようにできます。これに
よって，ほかの業務も滞りなく実行できます。
● CPU や I ／ O 処理に掛かる負荷が異なる複数の Web アプリケーションが Web コン
テナ上にある場合，それぞれの条件に適した同時実行スレッド数が設定できます。
● Web アプリケーションごとにリクエストの実行待ちキューサイズが設定できるので，
Web アプリケーションの特徴に応じた実行待ちキュー管理ができます。また，実行待
ちキュー以上のリクエストが送信された場合には，クライアントに HTTP レスポンス
コードで通知できます。
なお，Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数は，稼働中の J2EE サーバでも
動的に変更できます。稼働中の J2EE サーバで実行する Web アプリケーションの同時実
行スレッド数の動的変更の手順については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガ
イド」を参照してください。
● URL グループ単位の選択の指針
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ている場合に，さらに業務ロ
ジック単位で同時実行スレッド数の制御をしたいときには，URL グループ単位で同時実
行スレッド数を制御します。
Web アプリケーションが次のような業務ロジックを含む場合，URL グループ単位の設定
を検討してください。
● ほかの処理に影響を受けないで優先して実行したい業務ロジック
● ほかの処理に比べて処理時間が掛かる，または CPU や I ／ O の負荷が大きい業務ロ
ジック
URL グループ単位での同時実行スレッド数の設定は，Web アプリケーション単位だけの
設定に比べて，次のような利点があります。
● 重要度が高い業務ロジック（URL グループ）には，確実に実行するためのスレッド数
を割り当てられます。これによって，ほかの業務ロジックに対するリクエスト数が増
大した場合も，Web アプリケーション全体の同時実行スレッド数をその業務ロジック
に占有されないで，重要度が高い業務ロジックを実行できます。
● 処理時間が掛かる業務ロジック（URL グループ）の同時実行数に上限を設けること
で，特定の業務ロジックによって Web アプリケーション全体の同時実行数が占有され
ないように制御できます。
● Web アプリケーション内に CPU や I ／ O の負荷が異なる複数の業務ロジック（URL
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グループ）がある場合は，業務ロジックに応じた同時実行数が設定できます。
● Web アプリケーション内の業務ロジック（URL グループ）ごとにリクエストの待ち
行列長（実行待ちキューのキューサイズ）が設定できるので，業務ロジックの特徴に
応じた実行待ちキューを管理できます。また，この実行待ちキューがあふれた場合，
クライアントに HTTP レスポンスコード 503（Service Temporarily Unavailable）を
通知できます。

6.3.5

Enterprise Bean の同時実行数を制御する

ここでは，Enterprise Bean の同時実行数を制御する方法について，Enterprise Bean の
種類ごとに説明します。なお，インスタンスプーリングおよびセッション制御による
Enterprise Bean の同時実行数制御は，EJB コンテナの機能を利用して実現します。
EJB コンテナの機能の詳細は，マニュアル「Cosminexus

機能解説」を参照してくだ

さい。

（1） Enterprise Bean の同時実行数制御で使用できる機能の種類
Enterprise Bean の同時実行数を制御する場合，EJB コンテナの機能である，次の 2 種
類の機能を利用できます。
インスタンスプーリング
Enterprise Bean のインスタンスを事前に作成しておくことで，クライアントから
リクエストが送信されたときにすぐ処理を実行できるようにする機能です。プール
するインスタンス数の上限値を設定することで，上限値以上のリクエストの実行を
待たせることができます。これによって，同時実行数が制御できます。

参考
運用時に CTM の同時実行数を動的に変更する場合は，上限値は無制限に設定してくださ
い。

セッション制御
セッション内で，同時に生成できるセッション（インスタンス）数を制限する機能
です。
なお，Enterprise Bean の種類ごとに使用できる機能が異なります。
Enterprise Bean の種類ごとに使用できる同時実行数制御の機能を次の表に示します。
表 6-5 Enterprise Bean の種類ごとに使用できる同時実行数制御の機能
Enterprise Bean の種類

使用できる制御機能

Stateless Session Bean ※

インスタンスプーリング

Stateful Session Bean

セッション制御
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Enterprise Bean の種類

使用できる制御機能

Entity Bean

インスタンスプーリングとセッション制御

Message-driven Bean

インスタンスプーリング

注※

Stateless Session Bean の同時実行数を制御する場合は，CTM を利用することをお勧めしま

す。CTM を利用して同時実行数を制御する方法については，
「6.3.6

CTM を使用して同時実行数

を制御する」で説明します。

なお，Enterprise Bean の同時実行数制御のうち，実行待ちリクエストをキューの概念で
管理できるのは，Message-driven Bean だけです。Message-driven Bean では，JMS の
キューを使用して実行待ちリクエストを管理します。これ以外の Enterprise Bean では，
同時実行数以上のリクエストが送信された場合，設定に応じて次のどれかの処理が実行
されます。
● インスタンスに空きが出るまで待ち続ける
● すぐに例外としてクライアントに返却する
● インスタンス取得用に設定したタイムアウト時間が経過したら，例外としてクライア
ントに返却する（Stateless Session Bean の method-ready プールまたは Entity Bean
の pool プールの場合）

（2） Stateless Session Bean の同時実行数制御
Stateless Session Bean では，インスタンスプーリングを利用できます。通常の同時アク
セス数をインスタンスプーリングの最小値として設定して，想定している最大同時アク
セス数以上の値を，インスタンスプーリングの上限値に指定します。これによって，通
常のアクセス時にはインスタンスを生成する時間を省略できるので，処理性能が向上し
ます。さらに，アクセス数が増大した場合でも，想定している最大同時アクセス数まで
は処理でき，それ以上のリクエストの実行は待たせるように制御できます。
なお，デフォルトの設定の場合，上限値以上のリクエストがエラーで返却されることは
ありません。プールされているインスタンスに空きができるまで待ち続けます。エラー
で返却したい場合は，必要に応じてインスタンス取得待ちのタイムアウトを設定してく
ださい。

（3） Stateful Session Bean の同時実行数制御
Stateful Session Bean では，クライアントごとにセッションごとの状態があるため，厳
密な同時実行数制御はできません。ただし，セッション単位での流量制御（セッション
制御）ができます。
想定している最大同時セッション数以上の値を，セッション制御の上限値として指定し
ます。アクセス数が増大して，想定している最大同時セッション数以上のアクセスが
あった場合には，セッションを確立しないで，クライアントに例外
（java.rmi.RemoteException）を通知できます。

235

6. パフォーマンスチューニング（J2EE アプリケーション実行基盤）

ポイント
リクエスト単位で同時実行制御が必要な場合は，サーブレット，JSP または Stateless
Session Bean を経由して Stateful Session Bean を呼び出すことで，Web アプリケーション
の同時実行数制御またはインスタンスプーリングを利用した同時実行数制御ができるように
なります。

（4） Entity Bean の同時実行数制御
Entity Bean では，クライアントごとに管理する状態を持つセッションの上限値の設定
とインスタンスプーリングによって，同時実行数の制御ができます。なお，セッション
数が上限に達した場合，インスタンスプーリングに空きがあっても，新しいセッション
でのリクエストは実行できません。
セッション数の上限を超えた場合は，セッションの作成に失敗した時点ですぐにクライ
アントに例外（java.rmi.RemoteException）が通知されます。また，デフォルトの設定
の場合，インスタンスプール数の上限値以上のリクエストは，エラーで返却されること
はなく，プールされているインスタンスに空きができるまで待ち続けます。エラーで返
却したい場合は，必要に応じてインスタンス取得待ちのタイムアウトを設定してくださ
い。
なお，Entity Bean に対するリクエストの実行では，データベースへのアクセスが発生
します。このため，同時実行できるリクエスト数は，データベースにアクセスするため
のコネクション数にも制限されます。

（5） Message-driven Bean の同時実行数制御
Message-driven Bean では，インスタンスプーリングを利用できます。想定している最
大メッセージ数以上の値を，インスタンスプーリングの上限値として指定します。これ
によって，メッセージ到着時にインスタンスを生成する時間を省略できるので，処理性
能が向上します。さらに，メッセージ数が増大した場合でも，インスタンスプーリング
の上限値以上のメッセージは，実行を待たせるように制御できます。
なお，Message-driven Bean では，JMS のキューによって，到着メッセージを実行待ち
キューで管理できます。

6.3.6

CTM を使用して同時実行数を制御する

CTM を使用している場合，Stateless Session Bean の同時実行数を制御できます。
CTM は，J2EE サーバとは独立したプロセス群です。EJB クライアントと J2EE サーバ
間の Stateless Session Bean の呼び出しを中継し，Stateless Session Bean を呼び出す
際に，同時実行数制御をします。なお，CTM による同時実行数制御の単位は J2EE アプ
リケーションです。
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（1） CTM を使用した Stateless Session Bean の同時実行数制御
CTM による同時実行数制御（流量制御）によって，次に示すチューニングができます。
● CPU や I ／ O 処理に掛かる負荷が異なる，複数の J2EE アプリケーションが J2EE
サーバ上にある場合に，それぞれの条件に適した同時実行数が設定できます。
● CTM で実行待ちキュー（スケジュールキュー）を管理するので，実行待ちリクエスト
数を一定数以下に保ち，それ以上のリクエストが送信された場合にはクライアントに
例外を通知できます。
● 特定の J2EE サーバの負荷が高い場合に，ほかの J2EE サーバにリクエストを振り分
けられます。
CTM による Stateless Session Bean の同時実行数制御の例を次の図に示します。
図 6-5 CTM による Stateless Session Bean の同時実行数制御の例

ポイント
CTM は同一ホスト上の J2EE サーバでの Stateless Session Bean の呼び出しを制御して，
そのホスト上での同時実行スレッド数を制御できます。アプリケーションサーバマシンのマ
シンスペックにも左右されますが，1 台のマシン当たり CTM デーモンを 1 プロセス起動し
て，J2EE サーバを 2 〜 4 プロセス起動する構成を推奨します。

なお，CTM による同時実行スレッド数は，稼働中の CTM デーモンでも動的に変更でき
ます。
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CTM の同時実行数を制御する機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus

機能

解説」を参照してください。稼働中の CTM デーモンで実行する CTM の同時実行スレッ
ド数動的変更の手順については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参
照してください。

（2） EJB コンテナのインスタンスプーリングとの使い分けの指針
CTM を使用して同時実行数を制御することをお勧めします。なお，CTM による同時実
行数制御は，EJB コンテナでのインスタンスプーリングを利用した同時実行数制御と併
用できます。
EJB コンテナの機能を使用した同時実行数制御に加えて，CTM によって同時実行数を制
御するメリットは，次のとおりです。
● ある 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
ストを振り分けられます。
● 同時実行数が上限に達していなくても，特定の J2EE サーバの負荷が高い場合，ほか
の J2EE サーバにリクエストを振り分けられます。
● CTM で実行待ちキュー（スケジュールキュー）の管理をして，実行待ちリクエスト数
を一定に保ち，それ以上のリクエストを受け付けた場合はクライアントにエラーを通
知できます。

ポイント
CTM による同時実行数制御と EJB コンテナでのインスタンスプーリングを併用する場合，
Stateless Session Bean のインスタンスプーリング数は CTM の同時実行数以上に設定する
必要があります。
また，運用時に CTM の同時実行数を動的に変更する場合は，Stateless Session Bean のイ
ンスタンスプーリング数の上限は無制限にする必要があります。なお，デフォルトでは無制
限に設定されています。デフォルトから変更しないでください。

6.3.7

同時実行数を最適化するためのチューニングパラメタ

ここでは，同時実行数の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） リクエスト処理スレッド数（インプロセス HTTP サーバ使用時）
インプロセス HTTP サーバを使用している場合の，リクエスト処理スレッド数のチュー
ニングパラメタの設定方法について説明します。
次の表に示す項目を Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
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表 6-6 リクエスト処理スレッド数のチューニングパラメタ（インプロセス HTTP サーバ
使用時）
設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

J2EE サーバ起動時に生
成するリクエスト処理ス
レッド数

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.init_threads

Web クライアントとの接
続数の上限（リクエスト
処理スレッド数の上限）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_connect
ions

Web クライアントとの接
続数の上限を超えた場合
に使用される TCP/IP の
Listen キュー（バックロ
グ）の最大値

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.backlog

予備スレッド数の最大数

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_spare_t
hreads

予備スレッド数の最小数

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.min_spare_t
hreads

なお，Web サーバ連携で Hitachi Web Server を使用している場合のチューニングパラメ
タについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） Web アプリケーションの同時実行数
URL グループ単位，Web アプリケーション単位，または Web コンテナ単位に設定しま
す。
（a） URL グループ単位の同時実行数
URL グループ単位の同時実行数のチューニングパラメタの設定方法について説明しま
す。設定項目ごとに設定方法と設定個所が異なります。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-7 URL グループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（Smart Composer 機能
で設定する項目）
設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

Web コンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（Web サーバ連携時）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.max_threads

Web コンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス HTTP サーバ使用
時）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_
execute_threads
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設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

Web アプリケーション単位で同
時実行数を制御するかどうか

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.enabl
ed

デフォルトの実行待ちキューサ
イズ

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.queue
_size

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，WAR 属性ファイルに定義します。
表 6-8 URL グループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理コマンド
（cjsetappprop）または Server Plug-in で設定する項目）
設定項目

設定個所（パラメタ名）

Web アプリケーション単位での最大同時
実行スレッド数

<thread-control> タグ下の <thread-control-max-threads>

Web アプリケーションの占有スレッド数

<thread-control> タグ下の
<thread-control-exclusive-threads>

Web アプリケーション単位の実行待ち
キューサイズ

<thread-control> タグ下の <thread-control-queue-size>

URL グループ単位の同時実行スレッド数
制御の定義名

<thread-control><urlgroup-thread-control> タグ下の
<urlgroup-thread-control-name>

URL グループ単位での最大同時実行ス
レッド数

<thread-control><urlgroup-thread-control> タグ下の
<urlgroup-thread-control-max-threads>

URL グループ単位の占有スレッド数

<thread-control><urlgroup-thread-control> タグ下の
<urlgroup-thread-control-exclusive-threads>

URL グループ単位の実行待ちキューサイ
ズ

<thread-control><urlgroup-thread-control> タグ下の
<urlgroup-thread-control-queue-size>

URL グループ単位の制御対象となる
URL パターン

<thread-control><urlgroup-thread-control> タグ下の
<urlgroup-thread-control-mapping>

（b） Web アプリケーション単位の同時実行数
Web アプリケーション単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法につい
て説明します。設定項目ごとに設定方法と設定個所が異なります。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
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表 6-9 Web アプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（Smart
Composer 機能で設定する項目）
設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

Web コンテナ単位での最大
同時実行スレッド数
（Web サーバ連携時）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.ajp13.max_threads

Web コンテナ単位での最大
同時実行スレッド数
（インプロセス HTTP サーバ
使用時）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.max_exec
ute_threads

Web アプリケーション単位
で同時実行数を制御するかど
うか

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.enabled

デフォルトの実行待ちキュー
サイズ

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.container.thread_control.queue_siz
e

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，WAR 属性ファイルに定義します。
表 6-10

Web アプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理
コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設定する項目）
設定項目

設定個所（パラメタ名）

Web アプリケーション単位での最大同時
実行スレッド数

<thread-control-max-threads>

Web アプリケーションの占有スレッド数

<thread-control-exclusive-threads>

Web アプリケーション単位の実行待ち
キューサイズ

<thread-control-queue-size>

（c） Web コンテナ単位の同時実行数
Web コンテナ単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明し
ます。
次の表に示す項目を Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-11 Web コンテナ単位の同時実行数のチューニングパラメタ
設定項目
Web コンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（Web サーバ連携時）

設定個所
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

設定個所（パラメタ名）
webserver.connector.ajp13.max_threads
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設定項目
Web コンテナ単位での最大同時
実行スレッド数
（インプロセス HTTP サーバ使
用時）

設定個所
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

設定個所（パラメタ名）
webserver.connector.inprocess_http.max
_execute_threads

参考
このほか，Web コンテナでは，リダイレクタからの TCP 接続要求の最大待ち行列数も指定
できます（論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の webserver.connector.ajp13.backlog）。ただ
し，これはソケットの Listen キューの大きさを指定するキーであり，リクエストの実行待
ちキューと直接の関係はありません。

（3） Enterprise Bean の同時実行数
Enterprise Bean の同時実行数は，Enterprise Bean 単位に設定します。Enterprise
Bean の種類ごとに説明します。
（a） Stateless Session Bean の同時実行数
Stateless Session Bean の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。
次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，Session Bean 属性ファイルに定義します。
表 6-12

Stateless Session Bean の同時実行数のチューニングパラメタ
設定項目

設定個所（パラメタ名）

プールで管理するインスタンスの最大値

<stateless><pooled-instance> タグ下の <maximum> ※

プールで管理するインスタンスの最小値

<stateless><pooled-instance> タグ下の <minimum>

注※

運用時に CTM の同時実行数を動的に変更する場合は，最大値は無制限（
「0」）に設定する必

要があります。

（b） Stateful Session Bean の同時実行数
Stateful Session Bean の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。
次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，Session Bean 属性ファイルに定義します。
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Stateful Session Bean の同時実行数のチューニングパラメタ
設定項目

設定個所（パラメタ名）

クライアントから作成可能なセッション
の上限

<stateful> タグ下の <maximum-active-sessions>

使われていないインスタンスが削除され
るまでの時間（分）

<stateful> タグ下の <removal-timeout>

（c） Entity Bean の同時実行数
Entity Bean の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明します。
次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，Entity Bean 属性ファイルに定義します。
表 6-14

Entity Bean の同時実行数のチューニングパラメタ
設定項目

設定個所（パラメタ名）

クライアントから作成可能な Entity Bean の最大値

<maximum-instances>

使われていない Entity Bean の EJBObject が削除
されるまでの時間（分）

<entity-timeout>

（d） Message-driven Bean の同時実行数
Message-driven Bean の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説
明します。
次の表に示す項目を，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは，Message-driven Bean 属性ファイルに定義します。
表 6-15

Message-driven Bean の同時実行数のチューニングパラメタ
設定項目

設定個所（パラメタ名）

プールで管理するインスタンスの数の最大値

<pooled-instance><maximum>

プールで管理するインスタンスの数の最小値

<pooled-instance><minimum>

（4） CTM で制御する同時実行数
CTM で制御する同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法について説明しま
す。CTM デーモン，アプリケーション，および Stateless Session Bean に設定する項目
があります。
● CTM デーモンに設定する項目
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
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表 6-16

CTM で制御する同時実行数のチューニングパラメタ（Smart Composer 機能で
設定する項目）

設定項目

設定対象

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

設定個所（パラメタ名）

論理 CTM
（component-transaction-m
onitor）

ctm.DispatchParallelCount

● アプリケーションまたは Stateless Session Bean に設定する項目
次の表に示す項目は，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in で設定します。パラメ
タは，アプリケーション属性ファイルまたは Session Bean 属性ファイルに定義します。
表 6-17

CTM で制御する同時実行数のチューニングパラメタ（サーバ管理コマンドまた
は Server Plug-in で設定する項目）

設定項目

定義ファイル

設定対象

設定個所（パラメタ名）

アプリケーションを
CTM による同時実行
数制御の対象にするか
どうか

アプリケーション
属性ファイル

アプリケーション

<managed-by-ctm>

アプリケーションの同
時実行スレッド数

アプリケーション
属性ファイル

アプリケーション

<scheduling> タグ下の
<parallel-count>

Stateless Session
Bean を CTM による
同時実行数制御の対象
にするかどうか

Session Bean 属性
ファイル

Stateless Session Bean

<enable-scheduling>

Bean 単位のキューに

Session Bean 属性
ファイル

Stateless Session Bean

<scheduling> タグ下の
<parallel-count>

ついての設定※

注※

スケジュールキューを Bean 単位に配置する場合に必要です。スケジュールキューの配置方

法は，アプリケーション属性ファイルの <scheduling-unit> タブに設定します。
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6.4 Enterprise Bean の呼び出し方法を最適化
する
この節では，Enterprise Bean の呼び出し方を最適化する方法について説明します。
通常，Enterprise Bean は，リモートインタフェースを使用して RMI-IIOP 経由で呼び
出されます。しかし，この方法の場合，同じ J2EE アプリケーションや同じ J2EE サー
バ内で動作している Enterprise Bean から呼び出すときにも，リモート接続と同じオー
バーヘッドが掛かってしまいます。
これに対して，Enterprise Bean の呼び出し方を最適化してスループットの向上を図るた
めに，次の呼び出し方法が使用できます。
● ローカルインタフェースを使用した呼び出し
● リモートインタフェースのローカル呼び出し
● リモートインタフェースの参照渡し
これらの呼び出し方法には，それぞれ，次の表に示す特徴があります。この表では，標
準仕様に準拠しているか（標準仕様）
，性能は向上するか（性能），位置透過性はあるか
（位置透過）
，保守性に優れているか（保守性）の四つの特徴で比較しています。アプリ
ケーションやシステムの特徴に応じて使い分けてください。
表 6-18

Enterprise Bean の呼び出し方法の特徴

呼び出し方法の種類

標準仕様

性能

位置透過

保守性

ローカルインタフェース

○

○

×

○

リモートインタフェースのローカル呼び出
し

○

△

○

○

リモートインタフェースの参照渡し

×

○

△

×

（凡例）
○：対応している。／優れている。
△：対応しているが，一部制限がある。／やや悪い。
×：対応していない。／悪い。

なお，ローカルインタフェースの詳細については，EJB の仕様を参照してください。
リモートインタフェースのローカル呼び出しおよびリモートインタフェースの参照渡し
の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

6.4.1 ローカルインタフェースを使用する
アプリケーション開発時に，J2EE 標準仕様に準拠したローカルインタフェースを使用す
る方法です。
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ローカルインタフェースは，Enterprise Bean の呼び出しを通常の同一スレッドのメソッ
ド呼び出しとして実行する機能です。J2EE の標準機能なので，ポータビリティがありま
す。ただし，クライアント側，サーバ側の両方でローカル呼び出し専用のローカルイン
タフェースを使用したプログラムを作成する必要があるため，位置透過性はなくなりま
す。
なお，ローカルインタフェースは，参照渡しによる呼び出しになります。また，同一
J2EE サーバ内であっても，異なる J2EE アプリケーション間での呼び出しには適用で
きません。

6.4.2

リモートインタフェースのローカル呼び出し最適化機
能を使用する

同一アプリケーション内または同一 J2EE サーバ内での Enterprise Bean のリモートイ
ンタフェースによる呼び出しを，同一スレッドの延長によって実行する機能（ローカル
呼び出し最適化機能）を使用する方法です。クライアント側，サーバ側の両方でリモー
トインタフェースを使用したプログラムを作成するので，位置透過性が保てます。
なお，デフォルトの状態では，同一アプリケーション内のローカル呼び出し最適化機能
を使用する設定になっています。

6.4.3

リモートインタフェースの参照渡し機能を使用する

ローカル呼び出し最適化機能を使用する場合に，引数や戻り値で使用するオブジェクト
型などのサイズが大きいデータの受け渡しを参照渡しにすることで，処理の高速化を図
る方法です。
次のような条件の場合に，高速化が期待できます。
表 6-19

リモートインタフェースの参照渡しで高速化が期待できる条件
項目

処理内容

ビジネスメソッドの処理

仮引数経由で取得したデータに対して，直接変更をしないで参
照だけする処理

ビジネスメソッドの引数と戻り値

配列や Collection などのクラスで大量のデータを受け渡す処理

呼び出す Enterprise Bean の位置

同一の J2EE アプリケーション内，または同一の J2EE サーバ
内

ただし，リモートインタフェースでのデータの受け渡しは本来値渡しです。このため，
値渡しを前提に作成されたプログラムは正しく動作しなくなるおそれがあるので注意し
てください。正しく動作しなくなるプログラムの例を次に示します。
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図 6-6 正しく動作しなくなるプログラムの例

また，次の場合，この機能を使用しても効果がありません。
• プリミティブ型（単純型）の場合（常に値渡しになるため）
• 受け渡すデータのサイズが小さい場合
この機能は，J2EE サーバ単位または Enterprise Bean 単位で設定できます。

6.4.4

Enterprise Bean の呼び出し方法を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，Enterprise Bean の呼び出し方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定方法についてまとめて示します。

（1） ローカルインタフェースの使用
アプリケーション作成時に，J2EE で定義されているローカルインタフェースを使用して
ください。

（2） リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用
リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタの設定方法に
ついて説明します。
次の表に示す項目を Smart Composer 機能で設定します。パラメタは簡易構築定義ファ
イルに定義します。
表 6-20

リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタ

設定項目
ローカル呼び出し最適
化機能の適用範囲

設定対象
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

設定個所（パラメタ名）
ejbserver.rmi.localinvocation.scope

（3） リモートインタフェースの参照渡し機能の使用
リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタの設定方法について説
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明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-21

リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（Smart
Composer 機能で設定する項目）

設定項目

設定対象

リモートインタフェース
の参照渡し機能の使用
（J2EE サーバ単位）

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

パラメタ名
ejbserver.rmi.passbyreference

次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設
定します。パラメタは Session Bean 属性ファイルまたは Entity Bean 属性ファイルに定
義します。
表 6-22

リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（サーバ管理
コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in で設定する項目）
設定項目

リモートインタフェースの参照渡し機能の
使用（Enterprise Bean 単位）
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パラメタ名
<pass-by-reference>
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6.5 データベースへのアクセス方法を最適化す
る
データベースへのアクセス方法の最適化について説明します。
J2EE サーバでは，データベースアクセス方法のチューニングに次の 2 種類の方法を使
用できます。
● コネクションプーリング
● ステートメントプーリング

6.5.1 コネクションプーリングを使用する
ここでは，J2EE サーバでコネクションプーリングを使用する利点と，コネクションプー
リングに関連して使用できる機能について説明します。

（1） コネクションプーリングを使用する利点
データベースなどの EIS とのコネクションの確立は，負荷が高くなる処理です。コネク
ションプーリングを使用することで，負荷を軽くできます。コネクションプーリングは，
J2EE サーバによって一度取得，生成したコネクションをプールしておき，それを再利用
することで処理性能の向上を図る機能です。データベースなどにアクセスするたびにコ
ネクションを再取得する場合に比べて，性能劣化を防ぐ効果があります。
なお，EIS との接続方法によって，使用できる機能が異なります。詳細は，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
なお，デフォルトの設定では，コネクションプーリングは有効になっています。

（2） 使用できる機能
コネクションプーリングで使用できる機能と設定時の指針について示します。
コネクションプーリングでは，次の機能を使用できます。
● プールするコネクションの最大値と最小値を指定する
● プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する※ 1
● コネクション取得失敗時にリトライする※ 2
● スイーパによって使わないコネクションをプールから削除する※ 2
● コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしておく
● コネクション枯渇時のコネクション取得要求を取得待ちキューに入れる
● コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる
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● コネクションプールをクラスタ化する※ 3
注※ 1 この機能を使用する場合，コネクションの検査にタイムアウトを設定することも
できます。
注※ 2 これらの機能は，デフォルトの設定では無効になっています。必要に応じて使用
してください。
注※ 3 この機能はデータベースが Oracle10g の場合だけ使用できます。
（a） プールするコネクションの最小値と最大値を指定する
コネクションプーリングを設定する場合は，プールするコネクションの最小値と最大値
を設定します。無制限にした場合はコネクションが無制限に確立されます。
最小値および最大値は，定常状態で発生するデータベースなどの EIS への同時アクセス
数，トランザクション数，業務の同時実行数などを参考にして決定してください。
（b） プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する
プール内のコネクションに障害が発生していないかどうかをコネクション取得時または
定期的にチェックして，障害が発生したコネクションをプールから削除します（コネク
ション障害検知）。コネクション取得時に障害が発生しているコネクションを取得してし
まうことを防ぎ，接続に失敗する可能性を低くできます。この機能は，DB Connector を
使用してデータベースにアクセスするためのコネクションに対して有効です。なお，
SQL Server を使用する場合，DB Connector の selectMethod プロパティに direct を指
定したときには，この機能は使用できません。
コネクション障害検知を実行するタイミングの使い分けの指針は次のとおりです。業務
の種類に応じて使い分けてください。
表 6-23

コネクション障害検知を実行するタイミングの使い分けの指針
業務の種類

タイミング

• EIS との接続の失敗が許
容されない業務
• コネクション取得頻度が
低い業務

コネクション取得時に障害検知を実行する設定をお勧めします。
コネクション取得時に掛かる処理時間は，コネクション障害検知
を実行をしない場合に比べて多く掛かりますが，障害が発生して
いるコネクションを取得する可能性が低くなります。

• コネクション取得頻度が
高い業務
• 障害が発生したコネク
ションを取得してもある
程度許容されるような業
務

定期的に障害検知を実行する設定をお勧めします。チェック間隔
をある程度長くすることで，コネクション障害検知処理のために
性能が劣化することを防げます。ただし，障害が発生しているコ
ネクションを取得してしまうおそれがあります。

また，コネクション障害検知を実行する場合，コネクション障害検知の実行にタイムア
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しておくことで，リソースからの応答が返らない場合も，コ
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ネクション障害検知処理を終了して，処理を継続できます。なお，この場合は，コネク
ションに障害が発生していると判断されます。

ポイント
• 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コネクション管理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。
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の最大値の 2 倍の数
が作成されます。必要なメモリ使用量を適切に見積もってください。
• コネクション管理スレッドは，コネクション数調節機能のタイムアウトと共通で使用され
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した場合，コネクション数
調節機能のタイムアウトも有効になります。
• 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，コネクション数としてカウントされません。このため，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最大値として指定した値を超える場合があります。

（c） コネクション取得失敗時にリトライする
コネクションの取得に失敗したときに，ユーザプログラムでリトライする必要がなくな
ります。業務処理のレスポンスが下がっても，障害発生による業務停止を防ぎたい場合
に設定してください。
リトライ回数とリトライ間隔を設定する場合の指針について次に示します。
● リトライ回数を増やしたり，リトライ間隔を大きくしたりすると，コネクション取得
処理が発生した場合に，待ち時間が発生するおそれがあります。
● リトライ間隔×リトライ回数の時間が長過ぎると，RMI-IIOP 通信のタイムアウトな
どが発生しますが，タイムアウト後もリトライを続けます。このため，リトライ間隔
×リトライ回数の時間は，タイムアウト値以下の値になるように設定してください。
● 同一リソースのコネクションを使用する業務の所要時間にも左右されますが，10 秒以
上を指定することを推奨します。
（d） スイーパによって使わないコネクションをプールから自動削除する
一定時間使用しなかったコネクションをスイーパによってプールから自動削除します。
コネクションを未使用のままプーリングすると問題が発生する場合に設定します。リ
ソースアダプタ単位に設定できます。
（e） コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしてお
く
J2EE サーバの起動時またはリソースアダプタのスタート時にコネクションを最小値まで
あらかじめ取得してプールしておく機能です。コネクションプールの使用を開始した直
後の，アプリケーションからのコネクション要求のレスポンスを向上できます。ただし，
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J2EE サーバ起動またはリソースアダプタのスタート時の処理時間が掛かります。
（f） コネクション枯渇時のコネクション取得要求を待ち状態にする
プールしているコネクションをすべて使い切っている状態でコネクション取得要求が
あった場合に，コネクション取得要求を待ち状態にする機能です。
使用中のコネクションが解放されるか，コネクションが破棄されてコネクション最大数
よりも少なくなった場合に，すぐにコネクション取得要求を再開できます。また，待ち
時間も設定できるので，一定時間を経過してコネクションを取得できなかった場合はエ
ラーにできます。
（g） コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる
コネクションプール内に不要なコネクションがある場合に，コネクション数を段階的に
減らす機能です（コネクション数調節機能）。
一定間隔でコネクションプールの数をチェックします。チェック直前までの間の最大同
時実行コネクション数を基準として，プール内にそれ以上の数のコネクションがある場
合は，多い分のコネクションを削除します。これによって，プール内のコネクションは
実際の稼働実績に適した数になるので，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，コネクションの削除処理にタイムアウトを設定できます。タイムアウトには，コ
ネクション管理スレッドを使用します。なお，コネクション管理スレッドは，コネク
ション障害検知のタイムアウトでも使用されます。

ポイント
コネクション管理スレッドは，コネクション障害検知のタイムアウトと共通で使用されま
す。このため，コネクション数調節機能にタイムアウトを設定した場合，コネクション障害
検知のタイムアウトも有効になります。

（h） コネクションプールをクラスタ化する
データベースをクラスタ構成にしている場合，コネクションプールもクラスタ構成にし
て，クラスタ構成になっているデータベースノードごとにコネクションプールを保持で
きます（コネクションプールのクラスタ化機能）。データベースノードとコネクション
プールは 1:1 で対応しています。データベースノードに障害が発生するとそれに対応す
るコネクションプールも一時停止し，使用できなくなります。これによって，障害が発
生したコネクションを使用するおそれがなくなるため，システムの可用性が向上します。

6.5.2

ステートメントプーリングを使用する

ここでは，ステートメントプーリングを使用する利点と，設定の指針について説明しま
す。
この機能は，DB Connector を利用している場合に使用できる機能です。また，使用でき
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るかどうかは，EIS との接続方法によって異なります。XDM/RD E2 11-01 以前のバー
ジョンの場合，ステートメントプーリングは使用できません。詳細は，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

（1） ステートメントプーリングを使用する利点
データベースにアクセスするときに必要な SQL 文やストアドプロシジャなどのステート
メントの生成は，負荷が高くなる処理です。ステートメントプーリングを使用すること
で，負荷を軽くできます。ステートメントプーリングは，一度生成したステートメント
である PreparedStatement と CallableStatement をプーリングしておき，それを再利用
することで処理性能の向上を図る機能です。データベースなどにアクセスするたびにス
テートメントを再生成する場合に比べて，処理性能が向上します。
なお，PreparedStatement および CallableStatement とは，それぞれ，JDBC の API
である java.sql.PreparedStatement と java.sql.CallableStatement のインスタンスで
す。

（2） 設定の指針
ステートメントプーリングを利用するためには，アプリケーション開発時に次の点に留
意する必要があります。
• 同じシグネチャを持つ java.sql.Connection#prepareStatement メソッドを使用しま
す。
• java.sql.Connection#prepareStatement メソッドでは同じ引数値を指定します。
これらを満たさないアプリケーションでは，ステートメントプーリングは有効に動作し
ません。
また，ステートメントプーリングを使用するときには，コネクションプーリングとの関
連を理解した上で使用してください。アプリケーション構成および環境設定時に留意す
る点を次に示します。
• 物理コネクションのインスタンスごとに PreparedStatement および
CallableStatement がプールされます。このため，コネクション取得時にプールされ
ているコネクションが複数ある場合には，ステートメントがまだプールされていない
コネクションが割り当てられることがあります。
• それぞれのステートメントのインスタンスをプールするときには，使用している
JDBC ドライバのコネクションごとの上限値を考慮してプールサイズを設定する必要
があります。
コネクションプールとステートメントプールの関係を次の図に示します。
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図 6-7 コネクションプールとステートメントプールの関係

ステートメントプーリングのプールサイズを決めるときには，業務処理の内容に応じて，
コネクションプーリングとの関係を考慮した上で決めてください。例えば，異なる業務
処理で同じデータベースを使用する場合であっても，異なるテーブルにアクセスする場
合や異なる SQL 文を使用する場合は，一つの DB Connector でコネクションプールとス
テートメントプールのサイズを大きくするよりも，業務処理ごとに別々の DB Connector
を用意して，その業務で必要な分だけの小さなコネクションプールやステートメント
プールを用意する方が，効率が良い場合があります。
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図 6-8 業務処理に応じたコネクションプールとステートメントプールの利用

ただし，DB Connector を複数用意してプールサイズを小さくすると，業務ごとにプール
されているコネクション数の余裕がなくなり，アクセスのピーク時にコネクション不足
が発生するおそれがあります。このため，業務の同時実行数などを詳細に見積もって，
コネクション数不足ができるだけ発生しないようにチューニングしてください。また，
プールのサイズは，業務処理ごとに，どのくらいのステートメントを利用するかによっ
て調整してください。
一つの DB Connector を利用する場合のステートメントプールサイズは，次の値を集計
して決定します。
PreparedStatement のプールサイズを設定する指針とサイズの算出方法
コネクションごとの JDBC ドライバのリソース制限を上限として，同一の DB
Connector を利用する PreparedStatement の利用数を基に算出してください。な
お，JDBC ドライバのリソース制限については，使用している JDBC ドライバの制
限値に従ってください。
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利用数は，次の数を集計して求めます。
• サーブレットおよび JSP から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareStatement メソッドを呼び出している数
• Session Bean および Entity Bean（BMP）から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareStatement メソッドを呼び出している数
• Entity Bean（CMP）に対して，J2EE サーバが内部的に PreparedStatement で
使用する SQL の数
• Message-driven Bean から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareStatement メソッドを呼び出している数
CallableStatement のプールサイズを設定する指針とサイズの算出方法
コネクションごとの JDBC ドライバのリソース制限を上限として，同一の DB
Connector を利用する CallableStatement の利用数を基に算出してください。なお，
JDBC ドライバのリソース制限については，使用している JDBC ドライバの制限値
に従ってください。
利用数は，次の数を集計して求めます。
• サーブレットおよび JSP から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareCall メソッドを呼び出している数
• Session Bean および Entity Bean（BMP）から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareCall メソッドを呼び出している数
• Message-driven Bean から，異なる引数を指定して
java.sql.Connection#prepareCall メソッドを呼び出している数

6.5.3

データベースへのアクセス方法を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，データベースへのアクセス方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定方法についてまとめて示します。

（1） コネクションプーリング
コネクションプーリングのチューニングパラメタの設定方法について説明します。
次の表に示す項目は，リソースアダプタ単位に，サーバ管理コマンド（cjsetresprop/
cjsetrarprop）または Server Plug-in で設定します。パラメタは，Connector 属性ファイ
ルに定義します。
表 6-24

コネクションプーリングのチューニングパラメタ
設定項目

設定個所（パラメタ名）※ 1

コネクションプールにプールするコネク
ションの最小値

<property> タグに指定する MinPoolSize

コネクションプールにプールするコネク
ションの最大値

<property> タグに指定する MaxPoolSize
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設定項目

設定個所（パラメタ名）※ 1

プール内のコネクションに障害が発生して
いるかどうかをチェックする方法の選択

<property> タグに指定する ValidationType

プール内のコネクションに障害が発生して
いるかどうかのチェックを定期的に実行す
る場合の間隔

<property> タグに指定する ValidationInterval

コネクション枯渇時にコネクション取得要
求をキューで管理するかどうかの選択

<property> タグに指定する RequestQueueEnable

コネクション枯渇時のコネクション取得要
求をキューで管理する場合の待ち時間

<property> タグに指定する RequestQueueTimeout

コネクションの取得に失敗した場合のリト
ライ回数※ 2

<property> タグに指定する RetryCount

コネクションの取得に失敗した場合のリト
ライ間隔※ 2

<property> タグに指定する RetryInterval

コネクションの最終利用時刻からコネク
ションを自動破棄するかを判定するまでの
時間

<property> タグに指定する ConnectionTimeout

コネクションの自動破棄（コネクションス
イーパ）が動作する間隔

<property> タグに指定する SweeperInterval

コネクションのウォーミングアップを使用
するかどうかの選択

<property> タグに指定する Warmup

コネクション障害検知にタイムアウト時間

<property> タグに指定する NetworkFailureTimeout

を設定するかどうかの選択※ 3
コネクション数調節機能での削除処理にタ
イムアウト時間を設定するかどうかの選択※

3

コネクション数調節機能が動作する間隔

注※ 1

<property> タグに指定する
ConnectionPoolAdjustmentInterval

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は，メンバリソースアダプタで設

定します。
注※ 2

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は，設定できません。

注※ 3

コネクション障害検知のタイムアウトとコネクション数調節機能のタイムアウトでは，共通

のコネクション管理メソッドを使用します。このため，どちらかのタイムアウトを設定すると，コ
ネクション障害検知とコネクション数調節機能の両方のタイムアウトが有効になります。

257

6. パフォーマンスチューニング（J2EE アプリケーション実行基盤）

ポイント
HiRDB でコネクションプーリング機能を使用する場合，次の設定が必要です。
• HiRDB クライアント環境変数の PDSWATCHTIME に「0」を指定してください。この
パラメタについては，マニュアル「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。
XDM/RD E2 でコネクションプーリング機能を使用する場合，次の設定が必要です。
• DB コネクションサーバのコントロール空間起動制御文／サーバ空間起動制御文の
SVINTERVAL パラメタに「0」を指定してください。このパラメタについては，マニュ
アル「VOS3

Database Connection Server」を参照してください。

（2） ステートメントプーリング
ステートメントプーリングのチューニングパラメタの設定方法について説明します。
次の表に示す項目は，サーバ管理コマンド（cjsetresprop/cjsetrarprop）または Server
Plug-in で設定します。パラメタは，Connector 属性ファイルに定義します。
表 6-25

ステートメントプーリングのチューニングパラメタ
設定項目

パラメタ名 ※

物理コネクションごとにプールする
PreparedStatement の数

<config-property> タグに指定する
PreparedStatementPoolSize

物理コネクションごとにプールする
CallableStatement の数

<config-property> タグに指定する
CallableStatementPoolSize

注※

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は，メンバリソースアダプタで設

定します。
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6.6 タイムアウトを設定する
Cosminexus のシステムでは，トラブル発生時にリクエストの応答が戻ってこない状態
になることを防ぐために，幾つかのポイントにタイムアウトを設定できます。
この節では，システム全体でタイムアウトが設定できるポイントと，設定する場合の指
針について説明します。

6.6.1 タイムアウトが設定できるポイント
J2EE アプリケーションを実行するシステムでは，次の図に示すポイントにタイムアウト
が設定できます。なお，次の図は，クライアントが Web ブラウザの場合です。また，
Web サーバ連携をする場合とインプロセス HTTP サーバを使用する場合で，ポイントが
異なります。
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図 6-9 タイムアウトが設定できるポイント（Web サーバ連携の場合）

なお，クライアントが EJB クライアントの場合は，Web コンテナを EJB クライアント
に置き換えてください。EJB クライアントからデータベースまでの範囲のタイムアウト

260

6.

パフォーマンスチューニング（J2EE アプリケーション実行基盤）

が設定できます。
また，インプロセス HTTP サーバを使用する場合は，リダイレクタは該当しません。こ
のため，タイムアウトを設定するポイントとして，ポイント 2 〜 5 と 12 は該当しませ
ん。インプロセス HTTP サーバを使用する場合にタイムアウトが設定できるポイントに
ついて，次の図に示します。
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図 6-10
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タイムアウトが設定できるポイント（インプロセス HTTP サーバの場合）
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それぞれのポイントに設定するタイムアウトは，次の表に示すような用途で使い分けら
れます。
表 6-26
ポイン
ト

各ポイントに設定するタイムアウトの目的とデフォルトのタイムアウト設定
タイムアウトの種類

主な用途

1

サーバ側で設定するクライアントから
のリクエスト受信およびクライアント
へのデータ送信のタイムアウト

Web サーバ連携の場合
通信路の障害，または Web サーバの障害の検
知
インプロセス HTTP サーバの場合
通信路の障害，または不正なクライアントか
らのアクセスの検知

2

リダイレクタ側で設定する Web コンテ
ナへのリクエスト送信処理のうち，コ
ネクション確立のタイムアウト

通信路の障害または Web コンテナの障害検知

3

リダイレクタ側で設定する Web コンテ
ナへのリクエスト送信処理のうち，リ
クエストヘッダおよびリクエストボ
ディ送信のタイムアウト

通信路の障害または Web コンテナの障害検知

4

リダイレクタ側で設定する Web コンテ
ナからのデータ受信のタイムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）
，または通信路の障害の検知

5

Web コンテナ側で設定するリダイレク
タからのデータ受信のタイムアウト

通信路の障害または Web サーバの障害検知

6

Web アプリケーションで設定するメ
ソッドの実行時間のタイムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

7

EJB クライアント側で設定する
Enterprise Bean のリモート呼び出し
（RMI-IIOP 通信）と JNDI ネーミング
サービス呼び出しのタイムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）
，または通信路の障害の検知

8※

EJB クライアント側で設定する CTM
からの Enterprise Bean 呼び出しのタ
イムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）
，または通信路の障害の検知

9

EJB で設定するメソッドの実行時間の
タイムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

10

EJB コンテナ側で設定するデータベー
スのトランザクションタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

11

データベースのタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

12

Web コンテナ側で設定するリダイレク
タへのレスポンス送信のタイムアウト

通信路の障害またはリダイレクタの障害検知

注※

CTM を使用している場合にだけ存在するポイントです。CTM を利用しない構成の場合，ポ

イント 7 の範囲は Web コンテナから EJB コンテナに EJB リモート呼び出しを実行してから，EJB
コンテナから Web コンテナに実行結果が送信されるまでの間になります。
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これらのタイムアウトの基本的な設定指針は次のとおりです。
● タイムアウト値の設定は，呼び出し元（Web クライアントまたは EJB クライアント）
に近いほど大きな値を設定するのが原則です。このため，次の関係で設定することを
推奨します。
• ポイント 1< ポイント 5
• ポイント 4> ポイント 6> ポイント 7
• ポイント 7= ポイント 8> ポイント 9> ポイント 10> ポイント 11
• ポイント 4> ポイント 6
• ポイント 1 ＜ポイント 12
● 4，7，10，11 のポイントのタイムアウト値を設定する場合は，呼び出し処理に通常ど
の程度の時間が掛かっているかを見極めた上で，呼び出す処理（業務）ごとに算出し
て設定してください。
なお，1 〜 12 のポイントは，システムでの位置づけによって，次の三つに分けられま
す。
● Web フロントシステムで意識する必要があるポイント（1 〜 6，および 12）
詳細は，
「6.6.2 Web フロントシステムでのタイムアウトを設定する」を参照してく
ださい。
● バックシステムで意識する必要があるポイント（7 〜 9）
詳細は，
「6.6.3 バックシステムでのタイムアウトを設定する」を参照してください。
● データベース接続時に意識する必要があるポイント（10 と 11）
このポイントは，さらにトランザクションでのタイムアウトとデータベースでのタイ
ムアウトに分けて意識する必要があります。
詳細は，
「6.6.4 トランザクションタイムアウトを設定する」および「6.6.5 データ
ベースでのタイムアウトを設定する」を参照してください。
それぞれのポイントでの設定については，「6.6.7

タイムアウトを設定するチューニング

パラメタ」を参照してください。

参考
それぞれのポイントのデフォルト値は次のとおりです。
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デフォルト値

1

300 秒

2

30 秒

3

100 秒

4

3,600 秒

5

600 秒

6

設定されていません。タイムアウトしません。

7

設定されていません。レスポンスを待ち続けます。

8

ポイント 7 と同じ値が Enterprise Bean 呼び出し時に自動的に引き継がれて設
定されます。

9

設定されていません。タイムアウトしません。

10

180 秒

11

データベースの種類とタイムアウトの設定個所ごとに異なります。
HiRDB の場合
ロック解放待ちタイムアウト：180 秒
レスポンスタイムアウト：0 秒（HiRDB クライアントは HiRDB サーバか
らの応答があるまで待ち続けます）
リクエスト間隔タイムアウト：600 秒
Oracle の場合（グローバルトランザクションを使用するとき）
ロック解放待ちタイムアウト：60 秒
SQL Server の場合
メモリ取得待ちタイムアウト：-1（-1 を指定した場合の動作は，SQL
Server のドキュメントを参照してください）
ロック解放待ちタイムアウト：-1（ロックが解放されるまで待ち続けます）
XDM/RD E2 の場合
ロック解放待ちタイムアウト：なし（タイムアウト時間を監視しません）
SQL 実行 CPU 時間タイムアウト：10 秒
SQL 実行経過時間タイムアウト：0 秒（タイムアウト時間を監視しません）
トランザクション経過時間タイムアウト：600 秒
レスポンスタイムアウト：0 秒（HiRDB クライアントは XDM/RD E2 サー
バからの応答があるまで待ち続けます）

12

600 秒

Web フロントシステムでのタイムアウトを設定する

ここでは，Web フロントシステムでのタイムアウトの設定について説明します。
Web フロントシステムのタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウト
のうち，次の図に示す，1 〜 6 および 12 のポイントについて意識する必要があります。
この番号は，図 6-9 または図 6-10 と対応しています。
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ポイント
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，設定できるのは 1 と 6 のポイントです。2 〜
5，および 12 のポイントは該当しません。

図 6-11 Web フロントシステムの場合に意識するタイムアウトのポイント（1 〜 6，お
よび 12 のポイント）

● Web サーバでのクライアントからのリクエスト受信，およびクライアントへのデータ
送信待ち時間（1 のポイント）
Web ブラウザからの要求が滞った場合に，タイムアウトによってリダイレクタのリ
ソースを解放します。また，Web ブラウザへの応答が滞った場合（Web ブラウザが受
信しない場合）に，タイムアウトによってリダイレクタおよび J2EE サーバ内の Web
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コンテナのリソースを解放します。
Web サーバ連携の場合，これらの待ち時間には，同じ値が設定されます。
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，クライアントからのリクエスト受信待ち
時間と，クライアントへのデータ送信待ち時間には，それぞれ異なる値を指定できま
す。
● Web サーバに登録したリダイレクタでの Web コンテナへのリクエスト送信待ち時間
（2 および 3 のポイント）
リダイレクタから Web コンテナへのリクエスト送信時に，Web コンテナ自体のトラ
ブル，またはリダイレクタと Web コンテナ間の通信路でのトラブルによって制御が戻
らなくなった場合に，タイムアウトによってリダイレクタのリソースを解放します。
また，同時に Web ブラウザにエラーを通知します。Web サーバと連携する場合にだ
け設定できるポイントです。
ポイント 2 は Web コンテナとのコネクション確立の待ち時間，ポイント 3 は Web コ
ンテナへのリクエスト送信処理の待ち時間です。
● Web サーバに登録したリダイレクタでの Web コンテナからのデータ受信待ち時間（4
のポイント）
J2EE アプリケーションで何かのトラブルが発生して制御が戻らなくなった場合に，
タイムアウトによってリダイレクタのリソースを解放します。また，同時に Web ブラ
ウザにエラーを通知します。Web サーバと連携する場合にだけ設定できるポイントで
す。

ポイント
設定の単位はワーカです。このため，業務によって処理に掛かる時間が異なる場合は，業務
に対応する Web アプリケーション単位でワーカを定義してタイムアウトを設定することを
お勧めします。

● Web コンテナでのリダイレクタからのデータ受信待ち時間（5 のポイント）
ブラウザからの要求が滞ったときに，J2EE サーバ（Web コンテナ）のリソースを解
放します。Web サーバと連携する場合にだけ設定できるポイントです。
● Web コンテナ上でのリクエスト処理待ち時間（6 のポイント）
J2EE アプリケーションの実行時間監視機能を利用します。
「6.6.6

J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウトを設定する」を参照してくだ

さい。
● Web コンテナからリダイレクタへのレスポンス送信待ち時間（12 のポイント）
Web コンテナからリダイレクタへのレスポンス送信時に，リダイレクタ自体のトラブ
ル，またはリダイレクタと Web コンテナ間の通信路でのトラブルによって制御が戻ら
なくなった場合に，タイムアウトによって Web コンテナのリソースを解放します。ま
た，同時に Web ブラウザにエラーを通知します。Web サーバと連携する場合にだけ
設定できるポイントです。
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6.6.3

バックシステムでのタイムアウトを設定する

ここでは，バックシステムでのタイムアウトの設定について説明します。なお，バック
システムでのタイムアウトのうち，データベースなどの EIS とのトランザクションに関
連するタイムアウトについては，「6.6.4

トランザクションタイムアウトを設定する」で

説明します。ここでは EJB クライアントと EJB コンテナに関連するタイムアウトにつ
いて説明します。
バックシステムのタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
次の図に示す，7 〜 9 のポイントについて意識する必要があります。なお，この番号は，
図 6-9 または図 6-10 と対応しています。
図 6-12

バックシステムの場合に意識するタイムアウトのポイント

● Enterprise Bean をリモート呼び出し（RMI-IIOP 通信）する場合と CORBA ネーミン
グサービスを呼び出す場合のクライアント側待ち時間（7 のポイント）
CORBA ネーミングサービスまたは J2EE アプリケーションへのアクセスで何かのト
ラブルが発生して制御が戻らなくなった場合に，タイムアウトによって EJB クライア
ントにエラーを通知します。
● CTM または EJB クライアントから Enterprise Bean を呼び出す場合のクライアント側
待ち時間（8 のポイント）
J2EE アプリケーションで，無限ループやデッドロックなど何らかのトラブルが発生
した場合に，CTM のリソースを解放します。また，EJB クライアントにエラーを通
知します。
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ポイント
EJB クライアントから Enterprise Bean を呼び出す場合，タイムアウトは
usrconf.properties または Cosminexus が提供する API
（com.hitachi.software.ejb.ejbclient.RequestTimeoutConfig クラスのメソッド）に指定でき
ます。
usrconf.properties の定義は，プロセス全体に影響します。API に指定したタイムアウトは，
ビジネスメソッドを呼び出すスレッドまたはオブジェクトの範囲に影響します。また，API
の指定は，usrconf.properties の定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.properties に定義して，呼び出
す業務によって細かく設定したい値は適宜 API を使用して設定することをお勧めします。

Enterprise Bean の呼び出しでタイムアウトが発生した場合，EJB クライアント側に
は，javax.rmi.RemoteException（org.omg.CORBA.TIMEOUT など）例外が通知さ
れます。これによって，クライアント側のリクエストはキャンセルされます。ただし，
この時点でサーバ側の Enterprise Bean の処理がすでに開始されていた場合は，その
まま処理が継続されます。このため，タイムアウトが発生した場合でも，サーバ側の
処理は正常に終了することがあります。
● EJB コンテナ上でのメソッド処理待ち時間（9 のポイント）
J2EE アプリケーションの実行時間監視機能を利用します。
「6.6.6

J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウトを設定する」を参照してくだ

さい。
また，9 のポイントで，Stateless Session Bean の method-ready プールおよび Entity
Bean の pool プールのインスタンスが時間内に取得できない場合も，タイムアウトが設
定できます。この場合は，クライアントに java.rmi.RemoteException（リモートクライ
アントの場合）または javax.ejb.EJBException（ローカルクライアントの場合）が送出
されます。

6.6.4 トランザクションタイムアウトを設定する
ここでは，トランザクションタイムアウトの設定について説明します。トランザクショ
ンタイムアウトは，データベースシステムなど EIS とのトランザクションに設定します。
DB Connector を使用してデータベースにアクセスするときのトランザクションタイムア
ウトについて説明します。
トランザクションタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
EJB コンテナとデータベースのトランザクション（図の 10 のポイント）について意識す
る必要があります。なお，この番号は，図 6-9 または図 6-10 と対応しています。
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図 6-13

EIS とのトランザクションで意識するタイムアウトのポイント

トランザクションタイムアウトが発生すると，Application Server によって，次の処理
が実行されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• トランザクションに参加しているコネクションはクローズされ，コネクションプール
から削除されます。
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ポイント
トランザクションのタイムアウトは，CMT の場合と BMT の場合で設定方法が異なります。
• CMT の場合
CMT の場合，トランザクションのタイムアウトは，usrconf.properties で定義するか，ま
たは Enterprise Bean，インタフェース，もしくはメソッドの属性として設定できます。
Enterprise Bean，インタフェースまたはメソッドの属性は，サーバ管理コマンドで設定
します。
usrconf.properties の定義は，プロセス全体に影響します。Enterprise Bean，インタ
フェースまたはメソッドの属性に設定したタイムアウトは，該当する Enterprise Bean，
インタフェースまたはメソッドが使用するトランザクションの範囲だけに影響します。ま
た，この指定は，usrconf.properties の定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.properties に定義して，呼び
出す業務によって細かく設定したい値は Enterprise Bean，インタフェース，またはメ
ソッドの属性として設定することをお勧めします。
• BMT の場合
BMT の場合，トランザクションのタイムアウトは，usrconf.properties または JTA の
API（javax.transaction.UserTransaction#setTransactionTimeout メソッド）に指定で
きます。
usrconf.properties の定義は，プロセス全体に影響します。API に指定したタイムアウト
は，API を発行したトランザクションの範囲だけに影響します。また，API の指定は，
usrconf.properties の定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.properties に定義して，呼び
出す業務によって細かく設定したい値は適宜 API を使用して設定することをお勧めしま
す。

トランザクションタイムアウトが発生した場合，ユーザアプリケーションに例外は通知
されません。ただし，メッセージ KDJE31002-W がログファイルと J2EE サーバのコン
ソールに出力されます。また，トランザクションタイムアウトが発生したあとで，ユー
ザアプリケーションから該当するトランザクションを使用して JTA インタフェースまた
は JDBC インタフェースを使用しようとすると，例外が通知されます。

6.6.5 データベースでのタイムアウトを設定する
ここでは，次に示すデータベースでのタイムアウトの設定について説明します。
● HiRDB
● Oracle
● SQL Server
● XDM/RD E2
なお，Oracle の場合は，グローバルトランザクションとローカルトランザクションのど
ちらを使用しているかによって，設定できる項目が異なります。
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（1） HiRDB のタイムアウト
HiRDB では，次の 3 種類のタイムアウトを設定できます。
● ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
HiRDB サーバのシステム共通定義の pd_lck_wait_timeout パラメタに設定します。
ここで設定するタイムアウト時間は，排他待ち時間を監視する最大時間です。排他待
ち時間とは，排他要求が待ち状態になってから解除されるまでの時間です。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および HiRDB によって実行
される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDB のメッセージ KFPA11770-I が出力され
ます。または，デッドロックが発生したことを示す HiRDB のメッセージ
KFPA11911-E が出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• ユーザアプリケーションのビジネスメソッド終了後に，コネクションはクローズさ
れ，コネクションプールから削除されます。
● レスポンスタイムアウト
データベースシステムのサーバ側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDB のクライアント環境変数の PDCWAITTIME に設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，HiRDB クライアントから HiRDB サーバに要求をしてから，応
答が戻ってくるまでの HiRDB クライアントの最大待ち時間です。長時間 SQL の時間
を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および HiRDB によって実行
される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDB のメッセージ KFPA11732-E が出力さ
れます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。
● リクエスト間隔タイムアウト
データベースシステムのクライアント側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDB のクライアント環境変数の PDSWAITTIME に設定します。ここで設定する
タイムアウトは，HiRDB サーバが HiRDB クライアントからの要求に対する応答を返
してから，次に HiRDB クライアントから要求が送信されるまでの HiRDB サーバの
最大待ち時間です。時間監視は，トランザクションの処理中（SQL 実行開始からコ
ミットまたはロールバックまでの間）が対象になります。HiRDB クライアントから
の要求が HiRDB サーバに到着した段階でリセットされます。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および HiRDB によって実行
される動作は次のとおりです。
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• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDB のメッセージ KFPA11723-E が出力さ
れます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。

（2） Oracle のタイムアウト（ローカルトランザクションの場合）
Oracle でローカルトランザクションを使用している場合は，次のタイムアウトを設定で
きます。
● クエリータイムアウト
クエリータイムアウトは，JDBC ドライバとして Oracle JDBC Thin Driver を使用す
る場合だけ設定できるタイムアウトです。java.sql.Statement クラスの
setQueryTimeout メソッドを利用してタイムアウトを設定します。ただし，このタイ
ムアウトが有効になるのは，MTS 接続の場合だけです。専用接続では無効です。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。
なお，JDBC ドライバに Cosminexus DABroker Library を使用する場合は，
setQueryTimeout メソッドは使用できません。
なお，デッドロックが発生した場合は，Oracle のメッセージ ORA-00060 が出力されま
す。また，Application Server によってユーザアプリケーションのビジネスメソッド終
了後にコネクションがクローズされ，コネクションプールから削除されます。

（3） Oracle のタイムアウト（グローバルトランザクションの場合）
Oracle でグローバルトランザクションを使用している場合は，次のタイムアウトを設定
できます。
● クエリータイムアウト
クエリータイムアウトについては，「(2) Oracle のタイムアウト（ローカルトランザク
ションの場合）
」のクエリータイムアウトの説明を参照してください。
● ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
Oracle のサーバ定義の DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT パラメタに設定します。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および Oracle によって実行
される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す Oracle のメッセージ ORA-02049 が出力されま
す。または，デッドロックが発生したことを示す Oracle のメッセージ ORA-00060
が出力されます。
• ユーザアプリケーションのビジネスメソッド終了後に，コネクションはクローズさ
れ，コネクションプールから削除されます。
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なお，実行中のトランザクションはロールバックされません。

（4） SQL Server のタイムアウト
SQL Server では，次の 2 種類のタイムアウトを設定できます。
● メモリ取得待ちタイムアウト
SQL 実行時のメモリ取得待ち時間を監視するために設定するタイムアウトです。SQL
Server の環境設定オプションの query wait パラメタに設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，SQL の実行に必要なメモリが得られなかったときのメモリ取得
待ち時間です。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および SQL Server によって
実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す SQL Server のメッセージ 8645 が出力されま
す。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。
● ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
SQL Server の SET LOCK_TIMEOUT ステートメントを実行することで設定します。
ここで設定するタイムアウト時間は，ロックが解除されるまでの待ち時間です。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および SQL Server によって
実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す SQL Server のメッセージ 1222 が出力されま
す。
• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。
また，SQL Server でデッドロックが発生した場合に Application Server および SQL
Server によって実行される動作は次のとおりです。
• ユーザアプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• デッドロックが発生したことを示す SQL Server のメッセージ 1205 が出力されま
す。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• ユーザアプリケーションプログラムのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。

（5） XDM/RD E2 のタイムアウト
XDM/RD E2 では，次の 5 種類のタイムアウトを設定できます。
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● ロック解放待ちタイムアウト
デッドロックやリソースの長時間占有を防止するために設定するタイムアウトです。
XDM/BASE のシステムオプション定義の TIMER パラメタに設定します。ここで設
定するタイムアウト時間は，排他待ち時間を監視する最大時間です。排他待ち時間と
は，排他要求が待ち状態になってから解除されるまでの時間です。
このタイムアウトが発生した場合に，Application Server および XDM/RD E2 によっ
て実行される動作は次のとおりです。
• J2EE アプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトまたはデッドロックが発生したことを示す XDM/RD E2 のメッセージ
JXZ1911I が出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• J2EE アプリケーションのビジネスメソッドの終了後に，コネクションはクローズ
され，コネクションプールから削除されます。
また，XDM/RD E2 でデッドロックが発生したときの動作は，ロック解放待ちタイム
アウトが発生したときと同じになります。
● SQL 実行 CPU 時間タイムアウト
SQL 実行時の CPU 処理時間を監視するために設定するタイムアウトです。DB コネ
クションサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動制御文の
SQLCTIME パラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，一つの
SQL を実行したときの CPU 処理時間を監視する最大時間です。長時間 SQL の時間
を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および XDM/RD E2 によって
実行される動作は次のとおりです。
• J2EE アプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• 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。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTION パ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか ERROR NORMAL を指定
した場合には，HiRDB クライアントのメッセージ KFPA11723-E が出力されます。
それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2 のメッセージ JXZ1874I が出力さ
れます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTION パラメタの指定を省略するか ERROR NORMAL を指定した場合
には，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除されます。それ
以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後の初回のデータベースアクセス
時，または J2EE アプリケーションのビジネスメソッドの終了後に，コネクション
はクローズされ，コネクションプールから削除されます。
● SQL 実行経過時間タイムアウト
SQL 実行時の経過時間を監視するために設定するタイムアウトです。DB コネクショ
ンサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動制御文の SQLETIME
パラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，一つの SQL を実行した
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ときの経過時間を監視する最大時間です。長時間 SQL の時間を監視する場合などに指
定します。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および XDM/RD E2 によって
実行される動作は次のとおりです。
• J2EE アプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• 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。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTION パ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか，ERROR NORMAL また
は ERROR SQLCTIME を指定した場合には，HiRDB クライアントのメッセージ
KFPA11723-E が出力されます。それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2
のメッセージ JXZ1874I が出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTION パラメタの指定を省略するか，ERROR NORMAL または ERROR
SQLCTIME を指定した場合には，コネクションはクローズされ，コネクション
プールから削除されます。それ以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後
の初回のデータベースアクセス時，または J2EE アプリケーションのビジネスメ
ソッドの終了後に，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除さ
れます。
● トランザクション経過時間タイムアウト
トランザクションの開始時点からの経過時間を監視するために設定するタイムアウト
です。DB コネクションサーバのコントロール空間起動制御文またはサーバ空間起動
制御文の SVETIME パラメタに設定します。ここで設定するタイムアウト時間は，ト
ランザクションの経過時間を監視する最大時間です。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および XDM/RD E2 によって
実行される動作は次のとおりです。なお，タイムアウトが発生したときに SQL を実行
していた場合には，その時点で実行されます。SQL を実行していなかった場合には，
タイムアウト発生後の SQL 実行時に実行されます。
• J2EE アプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• 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。メッセージは，DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文に指定した VPARTOPTION パ
ラメタの指定値によって変わります。指定を省略するか，ERROR NORMAL また
は ERROR SQLCTIME を指定した場合には，HiRDB クライアントのメッセージ
KFPA11723-E が出力されます。それ以外の値を指定した場合には，XDM/RD E2
のメッセージ JXZ1874I が出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• VPARTOPTION パラメタの指定を省略するか，ERROR NORMAL または ERROR
SQLCTIME を指定した場合には，コネクションはクローズされ，コネクション
プールから削除されます。それ以外の値を指定した場合には，タイムアウト発生後
の初回のデータベースアクセス時，または J2EE アプリケーションのビジネスメ
ソッドの終了後に，コネクションはクローズされ，コネクションプールから削除さ
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れます。
● レスポンスタイムアウト
データベースシステムのサーバ側の障害を検知するためのタイムアウトです。
HiRDB のクライアント環境変数の PDCWAITTIME に設定します。ここで設定する
タイムアウト時間は，HiRDB クライアントから XDM/RD E2 サーバに要求をしてか
ら，応答が戻ってくるまでの HiRDB クライアントの最大待ち時間です。長時間 SQL
の時間を監視する場合などに指定します。
このタイムアウトが発生した場合に Application Server および HiRDB によって実行
される動作は次のとおりです。
• J2EE アプリケーションに例外（java.sql.SQLException）が通知されます。
• タイムアウトが発生したことを示す HiRDB クライアントのメッセージ
KFPA11732-E が出力されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• コネクションはクローズされて，コネクションプールから削除されます。

（6） データベースへのアクセスでタイムアウトまたはデッドロックが発
生した場合のユーザアプリケーションの処理
ユーザアプリケーションでデータベースのタイムアウトまたはデッドロックによる例外
が発生した場合には，実行中のトランザクションをロールバックして，ビジネスメソッ
ドの処理を中止してください。また，必要に応じてこの項で説明したタイムアウトパラ
メタを見直してください。

6.6.6

J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウトを設
定する

ここでは，J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウトの設定について説明します。
メソッドタイムアウトを設定することによって，ポイント 6 とポイント 9 で，Web コン
テナまたは EJB コンテナ上の業務処理での無限ループが発生した場合などに，タイムア
ウトによって検知できるようになります。また，タイムアウトを検知したメソッドを強
制的にキャンセル（メソッドキャンセル）することもできます。メソッドキャンセル機
能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
メソッドタイムアウトを設定する場合の考え方について説明します。
J2EE アプリケーション内でメソッドの呼び出しが入れ子になっている場合，タイムアウ
ト値として，呼び出し元の方に大きな値を設定するように，メソッドの呼び出し順序を
考慮して設定してください。
設定例を次に示します。
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図 6-14

メソッドのタイムアウトの設定例

この例では，呼び出し元に近いメソッドに大きな値を設定しています。これによって，
メソッドのどこかでタイムアウトが発生した場合，クライアントから遠いメソッドから
順番にタイムアウトが発生します。タイムアウトはメッセージで通知されます。設定に
よっては，このタイミングでメソッドキャンセルを自動実行できます。
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リモート呼び出しを実行するメソッドに対してメソッドタイムアウトおよびメソッド
キャンセルを設定した場合は，呼び出し順序に注意してください。メソッドキャンセル
機能では，リモート呼び出し中のメソッドは保護区で実行中と判断されます。呼び出し
元に近いメソッドで先にタイムアウトが発生した場合，メソッドはリモート呼び出し中
であるため，メソッドキャンセルができません。例のように呼び出し元に近い方に大き
い値を設定しておけば，タイムアウトは呼び出し元から遠い順に発生するため，タイム
アウトが発生したメソッドがリモート呼び出しをしていることはありません。このため，
確実にメソッドキャンセルを実行できます。
ローカル呼び出しを実行するメソッドに対してメソッドタイムアウトおよびメソッド
キャンセルをする設定をした場合も，呼び出し元から遠い順にキャンセルされるように
することで，タイムアウトが発生したメソッドとキャンセルが実行されたメソッドを一
致させることができます。
タイムアウト値を設定できるメソッドについては，マニュアル「Cosminexus 機能解
説」を参照してください。
ローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合の注意
簡易構築定義ファイルの <param-name> タグに指定する
ejbserver.rmi.localinvocation.scope に app または all を指定している場合，一つの
メソッドから入れ子で呼び出されるローカル呼び出しのメソッドは，すべて同一ス
レッド上で実行されます。このとき，次の点に注意してください。
• 入れ子で呼び出されるメソッドのタイムアウトやメソッドキャンセルが失敗する
と，そのメソッドが終了するまで同一スレッドのほかのメソッドではタイムアウ
トが発生しません。
• タイムアウトが発生したメソッドから入れ子で呼び出されているメソッドに対し
てメソッドキャンセルを実行した場合，コンテナによってキャンセルされるのは，
メソッドキャンセルを実行した対象のメソッドだけです。タイムアウトが発生し
た呼び出し元のメソッドは，キャンセルの対象にはなりません。このため，キャ
ンセルを実行したあとも，通常入れ子のメソッドの呼び出す場合と同様に，順次
呼び出されたメソッドが終了していきます。なお，それらの順次呼び出されるメ
ソッドもタイムアウト監視の対象になります。
同一スレッド上でローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合の注
意を次の図に示します。
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図 6-15

同一スレッド上でローカル呼び出しのメソッドを入れ子で呼び出している場合
の注意

6.6.7

タイムアウトを設定するチューニングパラメタ

ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。
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（1） Web サーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およ
びクライアントへのデータ送信のタイムアウト
図 6-9 または図 6-10 のポイント 1 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。使用する Web サーバによって設定個所が異なります。
Web サーバ連携の場合は，Web サーバ単位に設定します。ファイル編集によって設定し
ます。
表 6-27

Web サーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（Web サーバ連携
の場合）

設定項目

設定個所

クライアントからのリクエスト受信，
およびクライアントへのデータ送信
のタイムアウト

注

httpsd.conf の Timeout ディレクティブ

Web Redirector を使用する場合などで，Web サーバとして Microsoft IIS を使用しているとき

には，isapi_redirect.conf の receive_client_timeout キーを編集してください。

インプロセス HTTP サーバの場合は，J2EE サーバ単位に設定します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-28

Web サーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（インプロセス
HTTP サーバの場合）

設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

クライアントからのリクエ
スト受信のタイムアウト

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.receive_ti
meout

クライアントへのデータ送
信のタイムアウト

論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

webserver.connector.inprocess_http.send_time
out

（2） リダイレクタ側で設定する Web コンテナへのデータ送信のタイム
アウト
図 6-9 のポイント 2，およびポイント 3 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ
です。リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタについて説明し
ます。なお，これらのチューニングパラメタは，Web サーバ連携の場合だけ指定できま
す。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
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表 6-29
ポイン
ト

リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）※

2

リクエスト送信時の Web
コンテナに対するコネク
ション確立のタイムアウト

論理 Web サーバ
（web-server）

JkConnectTimeout

3

リクエスト送信のタイムア
ウト

論理 Web サーバ
（web-server）

JkSendTimeout

注※

Web Redirector を使用する場合などで，Web サーバとして Microsoft IIS を使用していると

きには，isapi_redirect.conf の connect_timeout キーを編集してください。

（3） リダイレクタ側で設定する Web コンテナからのデータ受信のタイ
ムアウト
図 6-9 のポイント 4 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
リダイレクタのワーカ定義単位で設定します。リダイレクタ側で設定するタイムアウト
のチューニングパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-30

リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
設定項目

レスポンスデータ待ちの通信タイムアウト

設定対象
論理 Web サーバ
（web-server）

設定個所（パラメタ名）
worker.< ワーカ名
>.receive_timeout

Web サーバ連携の場合だけ指定できます。

（4） Web コンテナ側で設定するリダイレクタからのデータ受信のタイム
アウト
図 6-9 のポイント 5 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
J2EE サーバ単位で設定します。Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-31

Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
設定項目

リダイレクタからの応答待ちのタイムアウ
ト
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設定対象
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

設定個所（パラメタ名）
webserver.connector.ajp13.rec
eive_timeout
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Web サーバ連携の場合だけ指定できます。

（5） Web コンテナ側で設定するリダイレクタへのデータ受信のタイムア
ウト
図 6-9 のポイント 12 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
J2EE サーバ単位で設定します。Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-32

Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
設定項目

レスポンス送信処理のタイムアウト

設定対象
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）

パラメタ名
webserver.connector.ajp13.send
_timeout

Web サーバ連携の場合だけ指定できます。

（6） EJB クライアント側で設定する Enterprise Bean のリモート呼び出
し（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出しの
タイムアウト
図 6-9 または図 6-10 のポイント 7 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。
J2EE サーバ単位，EJB クライアントアプリケーション単位または API による呼び出し
単位に設定します。
EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（RMI-IIOP 通信
によるリモート呼び出し）を次の表に示します。
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表 6-33

EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
（RMI-IIOP 通信によるリモート呼び出し）

単位

設定方法

設定項目

設定個所

J2EE
サーバ単
位

Smart
Composer 機
能

EJB ク
ライアン
トアプリ
ケーショ
ン単位

ファイル編集
または開始時
に指定するシ
ステムプロパ
ティの指定

定義ファイル（ファイル編集の場合）
usrconf.properties
パラメタ名
ejbserver.rmi.request.timeout キー

API 単
位

API

オブジェクト単位で設定する場合
RequestTimeoutConfig#setRequestTimeout(java.rmi.R

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.rmi.request.timeout

クライア
ントと
サーバ間
の通信タ
イムアウ
ト

emote obj, int sec) メソッド※
スレッド単位で設定する場合
RequestTimeoutConfig#setRequestTimeout(int sec) メ
ソッド※

注※

パッケージ名は com.hitachi.software.ejb.ejbclient です。

EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミングサー
ビス呼び出し）を次の表に示します。
表 6-34

EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミ
ングサービス呼び出し）

単位

設定方法

設定項目

設定個所

J2EE サーバ
単位

Smart Composer 機
能

ネーミングサービスと
の通信タイムアウト時
間

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.jndi.request.timeout

EJB クライア
ントアプリ
ケーション単
位

ファイル編集または
開始時に指定するシ
ステムプロパティの
指定

定義ファイル（ファイル編集の場
合）
usrconf.properties
パラメタ名
ejbserver.jndi.request.timeout
キー

（7） EJB クライアント側で設定する CTM から Enterprise Bean 呼び出し
のタイムアウト
図 6-9 または図 6-10 のポイント 8 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
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す。
J2EE サーバ単位，EJB クライアントアプリケーション単位または API による呼び出し
単位に設定します。
なお，このタイムアウトの設定値には，
「(6) EJB クライアント側で設定する Enterprise
Bean のリモート呼び出し（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出
しのタイムアウト」で指定した設定値と同じ値が引き継がれます。

（8） EJB コンテナ側で設定するデータベースのトランザクションタイム
アウト（DB Connector を使用した場合）
図 6-9 または図 6-10 のポイント 10 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。
J2EE サーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMT の場合）
，
または API による呼び出し単位（BMT の場合）に設定します。
トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。
表 6-35

トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ

単位

設定方法

J2EE サーバ
単位

Smart Composer
機能

トランザク
ションのト
ランザク
ションタイ
ムアウト時
間のデフォ
ルト

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOut

Enterprise
Bean，イン
タフェース，
メソッド単位
（CMT の場
合）

サーバ管理コマ
ンドの
cjsetappprop コ
マンド

トランザク
ションタイ
ムアウト時
間

定義ファイル
Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属
性ファイル，または Message-driven Bean 属
性ファイル
パラメタ名
<ejb-transaction-timeout>

API 単位
（BMT の場
合）

API

注※

設定項目

設定個所

UserTransaction#setTransactionTimeout メソッ
ド※

パッケージ名は javax.transaction です。

（9） データベースのタイムアウト
図 6-9 または図 6-10 のポイント 11 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタで
す。
データベースのタイムアウトは，使用するデータベースの種類，およびサーバの動作
モードによって異なります。なお，ここでは，DB Connector を使用して HiRDB，
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Oracle，SQL Server または XDM/RD E2 にアクセスする場合のタイムアウトの設定方
法について説明します。

参考
Oracle を使用している場合，チューニングパラメタによってタイムアウトが設定できるの
は，グローバルトランザクションを使用しているときだけです。ローカルトランザクション
を使用している場合，パラメタによってタイムアウトを設定することはできません。ただ
し，メソッドで設定するクエリータイムアウトは，ローカルトランザクション，グローバル
トランザクションのどちらでも設定できます。

（a） HiRDB のタイムアウトの設定
HiRDB サーバのシステム共通定義または HiRDB のクライアント環境変数に設定しま
す。詳細は，マニュアル「HiRDB システム定義」またはマニュアル「HiRDB UAP 開発
ガイド」を参照してください。
HiRDB のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。
表 6-36

HiRDB のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

タイムアウトの
種類

設定個所

設定方法（パラメ
タ名）

設定内容

ロック解放待ち
タイムアウト

HiRDB サーバのシステム共
通定義

pd_lck_wait_time
out パラメタ

設定値は任意です。

レスポンスタイ
ムアウト

HiRDB のクライアント環境
変数

PDCWAITTIME

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。

リクエスト間隔
タイムアウト

HiRDB のクライアント環境
変数

PDSWAITTIME

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。

（b） Oracle のタイムアウトの設定（グローバルトランザクションを使用している場合）
Oracle のサーバ定義の DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT パラメタに設定します。
なお，このほか，XAOpenString の SesTm パラメタの設定がタイムアウトに影響しま
す。このパラメタは，チューニングできません。
（c） SQL Server のタイムアウトの設定
SQL Server の環境設定オプションのパラメタ，またはステートメントの実行によって設
定します。
SQL Server のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。
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SQL Server のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

タイムアウトの種
類

設定個所

設定方法（パラ
メタ名／ステー
トメント名）

設定内容

メモリ取得待ちタ
イムアウト

SQL Server の環境設定オプ
ション（SQL Server 2000 の
場合）またはサーバー構成オ
プション（SQL Server 2005
の場合）

query wait パラ
メタ

設定値は任意です。

ロック解放待ちタ
イムアウト

−

SET
LOCK_TIMEO
UT ステートメ
ント

設定値は任意です。

（凡例）
−：該当しない。

（d） XDM/RD E2 のタイムアウトの設定
XDM/BASE のシステムオプション定義，HiRDB のクライアント環境変数，または DB
コネクションサーバのコントロール空間起動制御文／サーバ空間起動制御文に設定しま
す。
XDM/RD E2 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示します。
表 6-38

XDM/RD E2 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ

タイムアウトの種
類

設定個所

設定方法（パラ
メタ名）

設定内容

ロック解放待ちタ
イムアウト

XDM/BASE のシステムオプ
ション定義

TIMER

設定値は任意です。※ 1

SQL 実行 CPU 時
間タイムアウト

DB コネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SQLCTIME

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

SQL 実行経過時
間タイムアウト

DB コネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SQLETIME

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

トランザクション
経過時間タイムア
ウト

DB コネクションサーバのコ
ントロール空間起動制御文／
サーバ空間起動制御文

SVETIME

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 2

レスポンスタイム
アウト

HiRDB クライアント環境変
数

PDCWAITTIM
E

トランザクションタイムアウ
トの値よりも大きな値を指定
します。※ 3

注※ 1
詳細については，マニュアル「VOS3

データマネジメントシステム XDM E2 系 システム定義

（XDM/BASE・SD・TM2）」を参照してください。
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注※ 2
詳細については，マニュアル「VOS3

Database Connection Server」を参照してください。

注※ 3
詳細については，マニュアル「HiRDB XDM/RD E2 接続機能」を参照してください。

（10）J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウト
図 6-9 または図 6-10 のポイント 6 とポイント 9 のタイムアウトを設定するチューニング
パラメタです。
Web アプリケーション内または Enterprise Bean 内のメソッド単位にタイムアウトを設
定する場合は，アプリケーションの属性として設定します。また，タイムアウトが発生
した場合の動作についても，アプリケーションの属性として設定します。これらの項目
は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）で設定します。
メソッドの実行時間のタイムアウトを設定するチューニングパラメタを次の表に示しま
す。なお，ポイントごとに設定個所が異なります。
表 6-39
対象になるポイ
ント

メソッド実行時間のタイムアウトを設定するチューニングパラメタ
タイムアウトの種類およ
びタイムアウト時の動作

設定個所

6

フィルタ，サーブレット
または JSP のリクエスト
処理メソッド

定義ファイル
サーブレット属性ファイル
パラメタ名
<method-observation-timeout> ※

9

Enterprise Bean のリクエ
スト処理メソッド

定義ファイル
Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属性
ファイルまたは Message-driven Bean 属性ファイ
ル
パラメタ名
<ejb-method-observation-timeout>

6 および 9

タイムアウト発生時のア
プリケーション単位の動
作

定義ファイル
アプリケーション属性ファイル
パラメタ名
<method-observation-recovery-mode>

注※
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6.7 Web アプリケーションの動作を最適化す
る
この節では，Web アプリケーションのパフォーマンスチューニングの方法について説明
します。Web フロントシステムの場合に検討してください。
ここでは，次の 3 種類のチューニング方法について説明します。
• 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切り分ける
• 静的コンテンツをキャッシュする
• リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける（Web サーバ連携の場合）

6.7.1 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切
り分ける
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を，
静的コンテンツといいます。一方，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を動的コンテンツといいます。
ここでは，静的コンテンツを動的コンテンツである Web アプリケーションと切り分けて
配置することで，パフォーマンスの向上を図る方法について説明します。設定方法は，
Web サーバ連携の場合とインプロセス HTTP サーバを使用する場合とで異なります。
なお，それぞれの設定例では，Web ブラウザに，次の図に示すようなフレームやインラ
インイメージで構成される HTML ページを表示する場合の例を基に説明します。
図 6-16

静的コンテンツと動的コンテンツで構成される HTML ページの例

この構成の場合，次のファイルは動的に生成されない静的コンテンツです。
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• スタイルシート（CSS ファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義した HTML ファイル

（1） Web サーバ連携の場合
静的コンテンツを Web アプリケーションに組み込んで扱うと，Web コンテナで処理する
必要がない静的コンテンツをやり取りする場合でもリダイレクタと Web コンテナ間で常
にアクセスが発生します。特に画像ファイルなどの場合は，データサイズが大きいため，
処理時間が掛かります。
静的コンテンツは Web アプリケーションと分離して，Web サーバ上に配置することをお
勧めします。これによって，ネットワークアクセスの回数およびやり取りするデータの
サイズを減らし，パフォーマンスの向上が図れます。静的コンテンツと Web アプリケー
ションの処理のイメージを次の図に示します。
図 6-17

静的コンテンツと Web アプリケーションの処理のイメージ

Web アプリケーションと分離した静的コンテンツの配置方法について説明します。なお，
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ここでは，図 6-16 で示した構成の HTML ページを例として説明します。
図 6-16 の場合，次のような静的コンテンツを Web サーバに配置することで，パフォー
マンスの向上が図れます。
Web サーバに配置するコンテンツ
• スタイルシート（CSS ファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義した HTML ファイル
配置の例を次の図に示します。
図 6-18

静的コンテンツを Web サーバに配置する例（Web サーバ連携の場合）

このマッピングするためには，マッピング定義を次のように記述します。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。

Web サーバとして Hitachi Web Server を使用している場合（mod_jk.conf）
#
JkMount /APP/* worker1
# JkMount /* worker1
# を使用するとWebサーバ上の/images/などは参照できません。
Web サーバとして Microsoft IIS を使用している場合（uriworkermap.properties）
#
/APP/*=worker1
# /*=worker1
# を使用するとWebサーバ上の/images/などは参照できません。

（2） 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も，静的コンテンツのように常に同じ内容を
クライアントに渡すときには，静的コンテンツをインプロセス HTTP サーバおよび Web
コンテナとは別の Web サーバで処理した方が，パフォーマンスが向上することがありま
す。特に，画像ファイルなどファイルサイズが大きいデータを大量に扱う場合は，Web
アプリケーションに組み込むのではなく，静的コンテンツの処理専用の Web サーバを配
置して扱うことをお勧めします。
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静的コンテンツを Web アプリケーションから切り出して扱うためには，フロントにリ
バースプロキシサーバや負荷分散機を配置する構成が考えられます。この場合，リバー
スプロキシサーバや負荷分散機によって，処理を次のように振り分けます。
• 動的コンテンツへのアクセスはインプロセス HTTP サーバおよび Web コンテナが動
作する J2EE サーバにディスパッチします。
• 静的コンテンツへのアクセスは Web サーバにディスパッチします。
振り分け処理のイメージを次の図に示します。次の図は，リバースプロキシサーバに
よって処理を振り分けている例です。
図 6-19

リバースプロキシサーバによる動的コンテンツと静的コンテンツの振り分けイ
メージ

Web アプリケーションと分離した静的コンテンツの配置方法について説明します。なお，
ここでは，図 6-16 で示した構成の HTML ページを例として説明します。
図 6-16 の場合，次のような静的コンテンツを Web サーバに配置することで，パフォー
マンスの向上が図れます。
Web サーバに配置するコンテンツ
• スタイルシート（CSS ファイルなど）
• インラインイメージ（画像ファイル）
• フレームなどを定義した HTML ファイル
配置の例を次の図に示します。
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静的コンテンツを Web サーバに配置する例（インプロセス HTTP サーバの場
合）

この振り分けをするためには，Hitachi Web Server のコンフィグファイル
（httpsd.conf）の ProxyPass ディレクティブに，次のようにリバースプロキシの定義を
記述します。
詳細は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。
リバースプロキシの定義
ProxyPass /APP/
http://inprocweb/APP/
ProxyPass /images/ http://websvr/images/
ProxyPass /css/
http://websvr/css/

6.7.2 静的コンテンツをキャッシュする
Web コンテナでは，静的コンテンツをメモリに保持（キャッシュ）できます。一度アク
セスした静的コンテンツの内容をメモリに保持しておくことによって，2 回目以降のアク
セス時のファイルシステムへのアクセス回数を減らし，応答速度の向上を図れます。
ここでは，静的コンテンツをキャッシュする場合に必要なチューニングの方法について
説明します。
チューニングできるのは，次の項目です。
● 静的コンテンツをキャッシュするかどうかの選択
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● 静的コンテンツのキャッシュに使用するメモリサイズの上限値
● キャッシュする静的コンテンツのファイルサイズの上限値
それぞれについて説明します。なお，これらの項目は，Web コンテナ単位および Web ア
プリケーション単位で設定できます。Web アプリケーション単位の設定は，Web コンテ
ナ単位の設定よりも優先されます。このため，J2EE サーバ全体としてデフォルトの値を
指定したい場合は Web コンテナ単位の値に設定して，細かな設定をしたい場合は適宜
Web アプリケーション単位に設定してください。

ポイント
メモリサイズの見積もりとの関係
静的コンテンツのキャッシュでは，メモリを使用して応答速度の向上を図ります。このた
め，この機能を使用する場合は，サーバで使用できるメモリ量に応じてチューニングする必
要があります。
静的コンテンツのキャッシュで使用するメモリサイズは，Web アプリケーション単位に設定
します。Web アプリケーション単位に設定したメモリサイズの合計値が，J2EE サーバ全体
で静的コンテンツのキャッシュのために使用するメモリサイズの最大値になります。このた
め，この機能を使用する場合は，J2EE サーバで必要なメモリサイズを見積もる際に，Web
アプリケーション単位に設定したメモリサイズの合計値を加算してください。

（1） 静的コンテンツをキャッシュするかどうかの選択
静的コンテンツのキャッシュは，デフォルトの設定では使用されない機能です。このた
め，使用する場合はパラメタを変更する必要があります。
なお，静的コンテンツのキャッシュの使用は，Web コンテナ単位および Web アプリケー
ション単位で設定でき，Web アプリケーション単位の設定は，Web コンテナ単位の設定
よりも優先されます。ただし，Web コンテナ単位の設定で強制的な無効を選択している
場合は，Web アプリケーション単位の設定も無効になります。強制的な無効は，次のよ
うな場合に使用できます。
● 静的コンテンツのキャッシュを有効にしたときと無効にしたときのメモリ使用量の差
を検証したい場合
● Web アプリケーション単位の設定を保持した状態で静的コンテンツのキャッシュを一
時的に無効にしたい場合

（2） 静的コンテンツのキャッシュに使用するメモリサイズの上限値
静的コンテンツをキャッシュするために，Web アプリケーション単位で使用するメモリ
サイズを設定できます。なお，それぞれの Web アプリケーションで設定した値よりも
キャッシュの合計サイズが大きくなる場合は，アクセスされていない時間が最も長い
キャッシュから削除されます。削除は，キャッシュの合計サイズが設定値以下になるま
で繰り返されます。
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メモリサイズの設定の指針を次に示します。
メモリサイズの設定の指針
• Web アプリケーション内に含まれる静的コンテンツのサイズの合計値以下の値を
設定します。
• Web アプリケーションの内容によって最適な値は異なります。このため，値を設
定してから静的コンテンツに対するリクエストの応答速度を測定して，高い効果
が出る最適なキャッシュのサイズを見つける必要があります。

（3） キャッシュする静的コンテンツのファイルサイズの上限値
静的コンテンツのキャッシュの対象とするコンテンツのファイルサイズの上限を設定で
きます。上限を設定した場合，上限を超えるファイルサイズのコンテンツについては
キャッシュされないで，使用するたびに毎回ファイルシステムから取得されます。
ファイルサイズの設定の指針を次に示します。
ファイルサイズの設定の指針
• Web アプリケーション内に含まれる静的コンテンツ中の，ファイルサイズが最大
であるコンテンツのファイルサイズ以下の値を設定します。
• 大きなサイズの静的コンテンツがキャッシュされることによって，アクセス頻度
の高いほかの静的コンテンツのキャッシュが破棄されないように留意して，値を
設定します。

（4） 静的コンテンツの稼働状況の確認
静的コンテンツの稼働状況は，Web アプリケーションを停止したときに出力されるメッ
セージ KDJE39234-I の出力内容で確認できます。キャッシュされている静的コンテン
ツの合計サイズやコンテンツの個数などが出力されるので，必要に応じて各パラメタを
チューニングしてください。

6.7.3 リダイレクタによってリクエストを振り分ける
リダイレクタでは，複数の Web コンテナに処理を振り分けるためのマッピングを定義で
きます。これによって，負荷分散を図り，個々の Web コンテナの負荷を減らすことで，
パフォーマンスの向上が図れます。なお，この機能は，Web サーバ連携の場合にだけ使
用できます。インプロセス HTTP サーバを使用する場合は使用できません。
なお，リダイレクタによってリクエストを振り分ける場合，リダイレクタによってセッ
ション情報に応じて振り分けられるため，Web アプリケーションのセッションに応じた
リクエストの振り分けを考慮する必要はありません。これは，ある Web コンテナ上の
Web アプリケーションでセッションが生成されると，そのあとはリダイレクタによって
クライアントからのリクエストに含まれるセッション情報が調べられ，クライアントか
らのリクエストに対応するセッションが生成されている Web コンテナに振り分けられる
ためです。
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リダイレクタによるリクエストの振り分けの詳細については，マニュアル「Cosminexus
機能解説」を参照してください。

6.7.4

Web アプリケーションの動作を最適化するための
チューニングパラメタ

ここでは，Web アプリケーションの動作を最適化するために使用するチューニングパラ
メタの設定方法についてまとめて示します。

（1） 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切り分けるため
のチューニングパラメタ
静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の切り分けは，Web サーバの動作を定義
するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルおよびパラメタは，使
用する Web サーバの種類によって異なります。
Web サーバ連携で Hitachi Web Server を使用している場合は，リダイレクタモジュール
を使用して切り分けます。インプロセス HTTP サーバを使用している場合は，リバース
プロキシサーバ（Hitachi Web Server）に配置しているリバースプロキシモジュールを
使用して切り分けます。
設定方法および設定個所を次に示します。
表 6-40

静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切り分けるためのチューニン
グパラメタ

使用する Web サーバ

設定方法

設定個所

Hitachi Web Server
（リダイレクタモジュールを
使用した切り分け※ 1）

Smart Composer 機能

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 Web サーバ（web-server)
パラメタ名
JkMount

インプロセス HTTP サーバ
（リバースプロキシモジュー
ルを使用した切り分け）

ファイル編集

定義ファイル
httpsd.conf
設定対象
リバースプロキシサーバ
パラメタ名
ProxyPass ディレクティブ※ 2

注※ 1

Web Redirector を使用する場合などに，Web サーバとして Microsoft IIS を使用していると

きは，uriworkermap.properties で設定します。
注※ 2

httpsd.conf の詳細については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） 静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ
静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタについて説明します。こ
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れらのチューニングパラメタは，Web コンテナ単位または Web アプリケーション単位に
設定します。
Web コンテナ単位に設定するチューニングパラメタの設定方法について，次の表に示し
ます。これらの項目は，Smart Composer 機能で設定します。
表 6-41

静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Web コンテナ
単位で設定する項目）
設定項目

設定個所

静的コンテンツのキャッシュを使用するか
どうかの選択

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.static_content.cache.enabled

Web アプリケーション単位のメモリサイ
ズの上限値の設定

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.static_content.cache.size

キャッシュする静的コンテンツのファイル
サイズの上限値の設定

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.static_content.cache.filesize.threshold

Web アプリケーション単位に設定するチューニングパラメタについて示します。Web ア
プリケーション単位に設定する項目は，web.xml を直接編集するか，サーバ管理コマン
ドまたは Server Plug-in を使用して設定します。デプロイ前の Web アプリケーションに
設定する場合は，web.xml を編集してください。デプロイ後の Web アプリケーションに
設定する場合は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop）または Server Plug-in を使用し
てください。
設定内容を次の表に示します。
表 6-42

静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Web アプリ
ケーション単位で設定する項目）
設定項目

静的コンテンツのキャッシュを使用す
るかどうかの選択

設定内容※
<param-name> タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.enabled
<param-value> タグ
（設定値）
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設定内容※

設定項目
Web アプリケーション単位のメモリサ
イズの上限値の設定

<param-name> タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.size
<param-value> タグ
（設定値）

キャッシュする静的コンテンツのファ
イルサイズの上限値の設定

<param-name> タグ
com.hitachi.software.web.static_content.cache.filesize.th
reshold
<param-value> タグ
（設定値）

注
（設定値）に設定できる値の詳細については，マニュアル「Cosminexus
ニュアル「Cosminexus

機能解説」またはマ

システム構築ガイド」を参照してください。

注※
web.xml を直接編集する場合，<web-app> タグ内に <context-param> タグを追加して，
<context-param> タグ内に <param-name> タグおよび <param-value> タグを追加します。
サーバ管理コマンドを使用する場合，WAR 属性ファイルの <hitachi-war-property> タグ内に
<context-param> タグを追加して，<context-param> タグ内に <param-name> タグおよび
<param-value> タグを追加します。なお，この内容は Server Plug-in の画面で設定することも
できます。

（3） リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニング
パラメタ
リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタは，Web
サーバの動作を定義するファイルのパラメタとして指定します。
なお，この定義は，Web サーバ連携の場合だけできます。インプロセス HTTP サーバを
使用している場合は定義できません。
設定方法および設定個所を次に示します。
表 6-43

リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタ

設定項目

設定方法

URL パターンのマッピング定義

Smart Composer 機能

※

注※

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
JkMount

Web Redirector を使用する場合などに，Web サーバとして Microsoft IIS を使用していると

きは，uriworkermap.properties で設定します。
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6.8 CTM の動作を最適化する
CTM を使用したシステムのパフォーマンスチューニングの方法について説明します。
CTM を使用したバックシステムの場合に検討してください。
ここでは，次の 4 種類のチューニング方法について説明します。
• CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングす
る
• 負荷状況監視間隔をチューニングする
• CTM デーモンのタイムアウト閉塞を設定する
• CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定する

6.8.1

CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼働状
態の監視間隔をチューニングする

システムに存在する複数の CTM ドメインマネジャ間，および CTM ドメイン内の複数の
CTM デーモン間では，お互いの稼働状態を監視するために，定期的に通信処理が実行さ
れています。
ここでは，それぞれの通信処理間隔をチューニングする場合の考え方について説明しま
す。

（1） CTM ドメインマネジャ間で稼働状態を監視する間隔のチューニン
グ
CTM ドメインマネジャ間では，お互いのホストにある CTM デーモンの情報を定期的に
交換しています。この情報を基に，自ホストで受け付けたリクエストを適宜ほかのホス
トの CTM デーモンに振り分けています。
情報を交換するタイミングでは，お互いが稼働状態であるかどうかも同時に確認します。
相手のホストの CTM ドメインマネジャが停止している場合は，そのホストにはリクエス
トを振り分けないようにします。CTM ドメインマネジャでは，情報を交換する間隔に一
定の係数を掛けた時間以上応答がない場合に，相手の CTM ドメインマネジャが停止して
いると判断します。
情報を交換する間隔の設定個所は，相手の CTM ドメインマネジャが同じネットワークセ
グメント内にあるか，異なるネットワークセグメントにあるかによって異なります。稼
働状態を判断するときに使用する係数のデフォルトは 2 です。例えば，同じネットワー
クセグメント内にある CTM ドメインマネジャの稼働情報を確認する場合，
Management Server を使用して構築したシステムでは，CTM ドメイン構成情報の送信
間隔に 2 を掛けた時間以上応答がない場合は，停止していると判断します。CTM ドメイ
ン構成情報の送信間隔が 60 秒の場合は，120 秒間応答がない場合に，停止していると判
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断します。
この係数を変更することによって，通信処理の最適化が図れます。
係数に指定する値は，通信によって発生する処理の負荷を考慮して，適切な値を検討し
てください。基準になる送信間隔も必要に応じて検討してください。係数を小さくする
と，間隔が短くなり，相手の CTM ドメインマネジャが停止したことがすぐに検知できま
す。これによって，CTM デーモンが停止しているホストにリクエストを送信してしまう
ことを防げます。ただし，間隔が短過ぎると，通信処理が多く発生し，通信負荷が掛か
ります。

（2） CTM デーモン間で稼働状態を監視する間隔のチューニング
CTM デーモン間では，CTM ドメインマネジャ間でやり取りした情報を基に，相互にリ
クエストの振り分け処理をしています。
リクエストの振り分け先の CTM デーモンから一定時間応答がない場合，振り分け元の
CTM デーモンでは，相手の CTM デーモンが停止していると判断して，以降のリクエス
トを振り分けないようにします。
デフォルトの設定では，CTM デーモンは 180 秒間応答を待ちます。180 秒以上応答がな
い場合，相手の CTM デーモンが停止していると判断します。この値を変更することで，
不要な処理待ち時間を短縮できます。
値は，リクエストとして送信するデータの大きさなど考慮して，適切な値を設定してく
ださい。間隔を短くすることで，相手のホストのトラブルを迅速に検知できるため，ト
ラブルの影響が少ない状態でシステムから切り離すことができるようになります。ただ
し，間隔が短過ぎると，大きなサイズのデータを転送している間にタイムアウトが発生
してしまうおそれがあります。

6.8.2

負荷状況監視間隔をチューニングする

CTM ドメイン内の複数の CTM デーモン間では，それぞれのスケジュールキューの負荷
情報を監視しています。監視結果は，CTM デーモン間のリクエスト振り分け時に利用さ
れます。
負荷状況監視間隔は，チューニングできます。なお，デフォルトの状態では 10 秒です。
負荷状況監視間隔を短くすることで，その時点の状況に応じた振り分けができるように
なります。ただし，短くし過ぎると，通信が多発して，負荷が高くなります。
なお，負荷状況監視間隔に 0 を設定した場合は，J2EE サーバ起動時の負荷状況を一度
だけ収集して，その値を使用し続けます。

6.8.3

CTM デーモンのタイムアウト閉塞を設定する

CTM デーモンに対応する J2EE サーバにトラブルが発生した場合，CTM デーモンが送
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信したリクエストでタイムアウトが発生します。そのままの状態で運用を続けると，
CTM デーモンはトラブルが発生した J2EE サーバに対してリクエストを送信し続けるた
め，そのつどリクエストでタイムアウトが発生してしまいます。
これに対処するために，CTM デーモンには，タイムアウト閉塞を設定できます。タイム
アウト閉塞とは，一定時間内に規定回数以上のリクエストのタイムアウトが発生した場
合に，CTM デーモンのスケジュールキューを閉塞する機能です。これによって，トラブ
ルが発生した CTM デーモンでそれ以上リクエストを受け付けなくなり，ほかの CTM
デーモンが受け付けるようになります。リクエストは正常に稼働している J2EE サーバ
に振り分けられるようになります。

6.8.4

CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定する

CTM で制御するリクエストには，優先順位が付けられます。すぐに実行する必要がある
リクエストに高い優先順位を設定しておくことで，スケジュールキューの中で滞留する
ことなく，迅速な処理ができるようになります。
リクエストの優先順位は，CTM にリクエストを送信する，EJB クライアントアプリケー
ション，J2EE サーバまたは Web コンテナサーバに対して設定できます。優先順位を高
く設定した EJB クライアントアプリケーション，J2EE サーバまたは Web コンテナサー
バから送信されたリクエストは，スケジュールキューに格納されているほかのクライア
ントからのリクエストよりも優先されて処理されます。

6.8.5

CTM の動作を最適化するチューニングパラメタ

ここでは，CTM の動作の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼働状態の監視間隔
を設定するチューニングパラメタ
CTM ドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタについて説明
します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
なお，監視間隔は，送信間隔×係数の値になります。
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表 6-44

CTM ドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ

対象

設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

同じネットワー
クセグメント内
にある CTM ド
メインマネジャ

送信間隔

論理 CTM ドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.SendInterval

係数

論理 CTM ドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.AliveCheckCount

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

送信間隔

論理 CTM ドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.SendHostInterval

係数

論理 CTM ドメインマネ
ジャ
（ctm-domain-manager）

cdm.AliveCheckCount

CTM デーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-45

CTM デーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ

設定項目

設定対象

CTM デーモン間転
送時のタイムアウ
ト

設定個所（パラメタ名）
ctm.DCSendTimeOut

論理 CTM

（2） 負荷状況監視間隔を設定するチューニングパラメタ
負荷状況監視間隔をチューニングするパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-46

負荷情報監視間隔をチューニングするパラメタ

設定項目
CTM デーモン間
転送時のタイムア
ウト

設定対象
論理 CTM

設定個所（パラメタ名）
ctm.LoadCheckInterval

（3） CTM デーモンのタイムアウト閉塞を設定するチューニングパラメ
タ
タイムアウト閉塞は，タイムアウト発生回数と監視間隔を設定しておくことによって，
実行されます。
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CTM デーモンのタイムアウト閉塞をチューニングするパラメタについて説明します。
次の表に示す項目は，Smart Composer 機能で設定します。パラメタは，簡易構築定義
ファイルに定義します。
表 6-47

CTM デーモンのタイムアウト閉塞をチューニングするパラメタ

設定項目

設定対象

設定個所（パラメタ名）

タイムアウト発生
回数

論理 CTM

ctm.RequestCount

監視時間間隔

論理 CTM

ctm.RequestInterval

（4） CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニング
パラメタ
CTM で振り分けるリクエストの優先順位の設定は，EJB クライアントアプリケーション
の場合と，J2EE サーバの場合で異なります。また，J2EE サーバの場合，システムの構
築方法によって設定個所が異なります。CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定
するチューニングパラメタを次の表に示します。
表 6-48

CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメタ

設定単位

設定方法

設定個所

EJB クライアントアプ
リケーション

ファイル編集または EJB クライアン
トアプリケーション開始時に指定す
るシステムプロパティの指定

定義ファイル（ファイル編集の場
合）
usrconf.properties
パラメタ名
ejbserver.client.ctm.RequestPr
iority キー

J2EE サーバ

Smart Composer 機能

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.client.ctm.RequestPr
iority
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6.9 そのほかの項目のチューニング
ここでは，前の節までに説明した項目以外のチューニング項目について説明します。
ここで説明するのは，次の項目です。
• Persistent Connection についてのチューニング
この項目は，Web フロントシステムの場合で，インプロセス HTTP サーバを使用すると
きにチューニングを検討してください。
HTTP/1.1 では，Web クライアントと Web サーバ間で確立した 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 Persistent Connection が定
義されています。Persistent Connection を使用することによって，Web クライアントと
Web サーバ間でコネクション接続に掛かる時間を短縮し，通信トラフィックを軽減でき
ます。
ただし，Persistent Connection を使用すると，特定の Web クライアントがリクエスト
処理スレッドを占有することになるため，サーバ全体の処理性能が低下することがあり
ます。このため，Persistent Connection を有効に活用し，かつサーバ処理性能を維持で
きるようにチューニング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，Persistent Connection について，次の項目
がチューニングできます。
● Persistent Connection 数の上限値
この上限値を超える TCP コネクションについては，リクエスト処理終了後に切断され
ます。これによって，新規接続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占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
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も，この上限値を超
えると，リクエスト処理終了後に一度 TCP コネクションが切断されます。
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占有され続けることを
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できます。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 コネクションが
切断されます。これによって，使用されていない状態で TCP コネクションが占有され
続けることを防げます。
これらの項目は，Smart Composer 機能で使用する簡易構築定義ファイルのパラメタと
して指定します。Persistent Connection について設定するチューニングパラメタについ
て次の表に示します。
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Persistent Connection について設定するチューニングパラメタ

設定項目

設定個所

Persistent Connection 数
の上限値

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_con
nections

リクエスト処理回数の上限
値

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_req
uests

タイムアウト

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout

なお，各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」を参照してください。
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グ（バッチアプリケーショ
ン実行基盤）
この章では，バッチアプリケーションを実行するシステムのパ
フォーマンスをチューニングする方法について説明します。
パフォーマンスチューニングによって動作環境を最適化するこ
とで，システムの性能を最大限に生かせるようになります。
J2EE アプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニン
グについて検討する場合は，「6. パフォーマンスチューニン
グ（J2EE アプリケーション実行基盤）」を参照してください。

7.1 パフォーマンスチューニングで考慮すること
7.2 チューニングの方法
7.3 タイムアウトを設定する
7.4 ガーベージコレクション制御で使用するしきい値を設定する
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7.1 パフォーマンスチューニングで考慮するこ
と
この節では，バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングで考慮す
ることについて説明します。

7.1.1

パフォーマンスチューニングの観点

バッチアプリケーション実行基盤のパフォーマンスチューニングは，次の観点で実施し
ます。
● データベースアクセス方法の最適化
● タイムアウトの設定
● フルガーベージコレクションを発生させるメモリ使用量のしきい値の設定
それぞれのポイントについて説明します。

（1） データベースアクセス方法の最適化
データベースアクセス方法の最適化は，生成に時間が掛かるコネクションやステートメ
ントをプールしておくことで，データベースアクセス時のオーバーヘッドを削減するこ
とを目的とします。
パフォーマンスチューニングでは，次に示す機能を有効に活用することで，データベー
スアクセス処理を最適化し，スループットを向上させます。
● コネクションプーリング
● ステートメントプーリング（PreparedStatement および CallableStatement のプーリ
ング）
データベースアクセス方法は，データベースとの接続に DB Connector を使用している
場合に最適化できます。

（2） タイムアウトの設定
タイムアウトの設定は，システムのトラブル発生を検知して，リクエストの応答が返ら
なくなることを防ぎ，適宜リソースを解放することを目的とします。
設定できるタイムアウトには，次の種類があります。
● Enterprise Bean を呼び出す時のタイムアウト
● トランザクションのタイムアウト
● データベースのタイムアウト
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（3） フルガーベージコレクションを発生させるメモリ使用量のしきい値
の設定
フルガーベージコレクションの制御で使用するしきい値は，オンライン処理とバッチ処
理で同じリソースを使用する場合に設定します。バッチサーバのフルガーベージコレク
ションによってオンライン処理を中断させないことを目的とします。
フルガーベージコレクションの実行を制御することによって，リソースを排他していな
いタイミングで適切にフルガーベージコレクションを実行できます。

7.1.2 チューニング手順
パフォーマンスチューニングは，システムのパフォーマンスを生かす最適な設定を見つ
ける作業です。構築した環境で，実際に処理を実行しながら，パラメタの調整やボトル
ネックの調査，解消によってパフォーマンスを向上させていきます。
チューニング作業では，まず，目標値を決定します。次に，各パラメタに初期値を設定
した状態でスループットを測定します。各パラメタを調整しながら，目標値に近い最適
な値を見つけていきます。
チューニングの際，CPU の利用率の測定には，OS に付属している監視ツールなどが利
用できます。JavaVM に関する Cosminexus の稼働情報については，稼働情報収集機能
などで確認できます。確認方法については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガ
イド」を参照してください。
なお，CPU 利用率が 100% からかなり低い状態で飽和した場合は，システム上に入出力
処理や排他処理などのボトルネックがあるおそれがあります。ボトルネックを調査し，
対策してから，再度パフォーマンスチューニングを実行してください。Cosminexus で
は，システムのボトルネックの調査に，性能解析トレースを利用できます。性能解析ト
レースの機能詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してくださ
い。性能解析トレースを利用して取得したトレースファイルの利用方法については，マ
ニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。

7.1.3 チューニング項目
バッチアプリケーション実行基盤でのチューニング項目について，次の表に示します。
表 7-1 バッチアプリケーション実行基盤でのチューニング項目
チューニング項目
データベースアクセス方法の最適
化

タイムアウトの設定

利用できる機能

参照先

コネクションプーリング※ 1

6.5.1 ※ 2

ステートメントプーリング※ 1

6.5.2 ※ 2

Enterprise Bean 呼び出しでのタイムアウトの設
定

6.6.3 ※ 2 ※ 3
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チューニング項目

フルガーベージコレクションの制

利用できる機能

参照先

トランザクションタイムアウトの設定

7.3.2

データベースでのタイムアウトの設定

6.6.5 ※ 2

しきい値の設定

7.4

※1

御

注※ 1
DB Connector を使用している場合に利用できる機能です。
注※ 2
J2EE アプリケーション実行基盤の説明を参照してください。その際，説明中の「J2EE サー
バ」を「バッチサーバ」に読み替えてください。また，
「J2EE アプリケーション」を「バッチ
アプリケーション」に読み替えてください。
注※ 3
Enterprise Bean 呼び出しでは，J2EE アプリケーション実行基盤のバックシステムと同じ項目
にタイムアウトを設定できます。
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7.2 チューニングの方法
この節では，チューニングの方法について説明します。チューニングの方法は，設定対
象の種類によって異なります。

7.2.1 バッチサーバのチューニング
バッチサーバのチューニングには，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルを使
用します。簡易構築定義ファイルでは，<configuration> タグ下の <logical-server-type>
に設定対象とする論理サーバの種類（J2EE サーバ※）を指定して，<param> タグ下で
パラメタ名とその値を設定します。簡易構築定義ファイルの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
注※
Smart Composer 機能では，バッチサーバを J2EE サーバとして扱います。

7.2.2 リソースのチューニング
リソースのチューニングをする場合は，次のどちらかの方法でチューニングします。
● サーバ管理コマンド
● Server Plug-in
なお，Server Plug-in は，Smart Composer 機能で構築した，Management Server を利
用するシステムで使用できます。
サーバ管理コマンドを使用する場合は，Connector 属性ファイルを編集します。
Connector 属性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。なお，属性ファイルは Server Plug-in の画面を使用して
編集することもできます。属性ファイルのタグと対応する Server Plug-in の画面につい
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。
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7.3 タイムアウトを設定する
Cosminexus のシステムでは，トラブル発生時にリクエストの応答が戻ってこない状態
になることを防ぐために，幾つかのポイントにタイムアウトを設定できます。
この節では，システム全体でタイムアウトが設定できるポイントと，設定する場合の指
針について説明します。

7.3.1

タイムアウトが設定できるポイント

バッチアプリケーションを実行するシステムでは，次の図に示すポイントにタイムアウ
トが設定できます。
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図 7-1 タイムアウトが設定できるポイント
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それぞれのポイントに設定するタイムアウトは，次の表に示すような用途で使い分けら
れます。
表 7-2 各ポイントに設定するタイムアウトの目的とデフォルトのタイムアウト設定
ポイン
ト

タイムアウトの種類

主な用途

1

バッチサーバ側で設定する Enterprise
Bean のリモート呼び出し（RMI-IIOP
通信）と JNDI ネーミングサービス呼
び出しのタイムアウト

バッチサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）
，または通信路の障害の検知

2※

バッチサーバ側で設定する CTM から
の Enterprise Bean 呼び出しのタイム
アウト

バッチサーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）
，または通信路の障害の検知

3

Enterprise Bean 呼び出しアクセスし
た EJB で設定するメソッドの実行時間
のタイムアウト

J2EE サーバの業務処理の障害（無限ループ，
デッドロックなど）

4

バッチサーバ側で設定するデータベー
スのトランザクションタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

5

データベースのタイムアウト

データベースサーバの障害（サーバダウンまたは
デッドロックなど）の検知，またはリソースの長
時間占有防止

注※

CTM を使用している場合にだけ存在するポイントです。CTM を利用しない構成の場合，ポ

イント 2 の範囲はバッチサーバから EJB コンテナに EJB リモート呼び出しを実行してから，EJB
コンテナからバッチサーバに実行結果が送信されるまでの間になります。

これらのタイムアウトの基本的な設定指針は次のとおりです。
● タイムアウト値の設定は，呼び出し元（バッチサーバ）に近いほど大きな値を設定す
るのが原則です。このため，次の関係で設定することを推奨します。
• ポイント 1= ポイント 2> ポイント 3> ポイント 4> ポイント 5
● 1，4，5 のポイントのタイムアウト値を設定する場合は，呼び出し処理に通常どの程
度の時間が掛かっているかを見極めた上で，呼び出す処理（業務）ごとに算出して設
定してください。
なお，1 〜 5 のポイントは，システムでの位置づけによって，次の二つに分けられます。
● Enterprise Bean 呼び出しで意識する必要があるポイント（1 〜 3）
このポイントでタイムアウトを設定する項目は，J2EE アプリケーション実行基盤の
バックシステムで設定できる項目と同じです。詳細は，
「6.6.3

バックシステムでの

タイムアウトを設定する」を参照してください。
● データベース接続時に意識する必要があるポイント（4 と 5）
このポイントは，さらにトランザクションでのタイムアウトとデータベースでのタイ
ムアウトに分けて意識する必要があります。
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トランザクションでのタイムアウトの詳細は，「7.3.2

トランザクションタイムアウ

トを設定する」を参照してください。
データベースでのタイムアウトを設定する項目は，J2EE アプリケーション実行基盤
のバックシステムで設定できる項目と同じです。詳細は，「6.6.5

データベースでの

タイムアウトを設定する」を参照してください。
それぞれのポイントでの設定については，バッチアプリケーション実行基盤の「7.3.3
タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」
，および J2EE アプリケーション実行基
盤の「6.6.7

タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」を参照してください。

参考
それぞれのポイントのデフォルト値は次のとおりです。
ポイント

デフォルト値

1

設定されていません。レスポンスを待ち続けます。

2

ポイント 1 と同じ値が Enterprise Bean 呼び出し時に自動的に引き継がれて設
定されます。

3

設定されていません。タイムアウトしません。

4

180 秒

5

データベースの種類とタイムアウトの設定個所ごとに異なります。※
HiRDB の場合
ロック解放待ちタイムアウト：180 秒
レスポンスタイムアウト：0 秒（HiRDB クライアントは HiRDB サーバか
らの応答があるまで待ち続けます）
リクエスト間隔タイムアウト：600 秒
SQL Server の場合
メモリ取得待ちタイムアウト：-1（-1 を指定した場合の動作は，SQL
Server のドキュメントを参照してください）
ロック解放待ちタイムアウト：-1（ロックが解放されるまで待ち続けます）
XDM/RD E2 の場合
ロック解放待ちタイムアウト：なし（タイムアウト時間を監視しません）
SQL 実行 CPU 時間タイムアウト：10 秒
SQL 実行経過時間タイムアウト：0 秒（タイムアウト時間を監視しません）
トランザクション経過時間タイムアウト：600 秒
レスポンスタイムアウト：0 秒（HiRDB クライアントは XDM/RD E2 サー
バからの応答があるまで待ち続けます）

注※
Oracle の場合，ロック解放待ちタイムアウトのデフォルトはありません。

7.3.2 トランザクションタイムアウトを設定する
ここでは，トランザクションタイムアウトの設定について説明します。トランザクショ
ンタイムアウトは，データベースシステムなど EIS とのトランザクションに設定します。
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DB Connector を使用してデータベースにアクセスするときのトランザクションタイムア
ウトについて説明します。
トランザクションタイムアウトを設定する場合は，システム全体のタイムアウトのうち，
バッチサーバとデータベースのトランザクションについて意識する必要があります。
トランザクションタイムアウトが発生すると，Application Server によって，次の処理
が実行されます。
• 実行中のトランザクションはロールバックされます。
• トランザクションに参加しているコネクションはクローズされ，コネクションプール
から削除されます。

ポイント
トランザクションの管理方法は BMT になります。トランザクションのタイムアウトは，
usrconf.properties または JTA の API
（javax.transaction.UserTransaction#setTransactionTimeout メソッド）に指定できます。
usrconf.properties の定義は，プロセス全体に影響します。API に指定したタイムアウトは，
API を発行したトランザクションの範囲だけに影響します。また，API の指定は，
usrconf.properties の定義よりも優先されます。
このため，プロセス全体に設定したい標準的な値を usrconf.properties に定義して，呼び出
す業務によって細かく設定したい値は適宜 API を使用して設定することをお勧めします。

トランザクションタイムアウトが発生した場合，バッチアプリケーションに例外は通知
されません。ただし，メッセージ KDJE31002-W がログファイルとバッチサーバのコン
ソールに出力されます。また，トランザクションタイムアウトが発生したあとで，バッ
チアプリケーションから該当するトランザクションを使用して JTA インタフェースまた
は JDBC インタフェースを使用しようとすると，例外が通知されます。

7.3.3

タイムアウトを設定するチューニングパラメタ

ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定方法についてま
とめて示します。

（1） バッチサーバ側で設定する Enterprise Bean のリモート呼び出し
（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出しのタ
イムアウト
図 7-1 のポイント 1 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
設定方法は，J2EE アプリケーション実行基盤と同じです。
「6.6.7 タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(6)EJB クライアント側で設定する Enterprise Bean の
リモート呼び出し（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出しのタ
イムアウト」を参照してください。
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なお，「6.6.7 タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
7」が，図 7-1 の「ポイント 1」に対応します。

（2） EJB クライアント側で設定する CTM から Enterprise Bean 呼び出し
のタイムアウト
図 7-1 のポイント 2 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
設定方法は，J2EE アプリケーション実行基盤と同じです。
「6.6.7 タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(7)EJB クライアント側で設定する CTM から
Enterprise Bean 呼び出しのタイムアウト」を参照してください。
なお，「6.6.7 タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
8」が，図 7-1 の「ポイント 2」に対応します。

（3） Enterprise Bean 呼び出しアクセスした EJB で設定するメソッドの
実行時間のタイムアウト
図 7-1 のポイント 3 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
設定方法は，J2EE アプリケーション実行基盤と同じです。
「6.6.7 タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(10)

J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウ

ト」を参照してください。
なお，「6.6.7 タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント
9」が，図 7-1 の「ポイント 3」に対応します。

（4） バッチサーバ側で設定するデータベースのトランザクションタイム
アウト（DB Connector を使用した場合）
図 7-1 のポイント 4 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
バッチサーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，API による呼び出し単位
（BMT の場合）に設定します。
トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。
表 7-3 トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ
単位

設定方法

バッチサーバ
単位

Smart Composer
機能

設定項目
トランザク
ションのト
ランザク
ションタイ
ムアウト時
間のデフォ
ルト

設定個所
定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOut

317

7. パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）

単位
API 単位
（BMT）

注※

設定方法
API

設定項目
トランザク
ションタイ
ムアウト時
間

設定個所
UserTransaction#setTransactionTimeout メソッ
ド※

パッケージ名は javax.transaction です。

（5） データベースのタイムアウト
図 7-1 のポイント 5 のタイムアウトを設定するチューニングパラメタです。
設定方法は，J2EE アプリケーション実行基盤と同じです。
「6.6.7 タイムアウトを設定
するチューニングパラメタ」の「(9) データベースのタイムアウト」を参照してくださ
い。
なお，「6.6.7

タイムアウトを設定するチューニングパラメタ」の説明中の「ポイント

11」が，図 7-1 の「ポイント 5」に対応します。
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7.4 ガーベージコレクション制御で使用するし
きい値を設定する
バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するタイミングは，メモリ使用量に
しきい値を設定することで制御できます。しきい値は，バッチ処理とオンライン処理で
同じリソースにアクセスする場合に設定することをお勧めします。適切なしきい値を設
定しておくことで，オンライン処理とバッチ処理の両方のスループットを確保できます。

ポイント
フルガーベージコレクションの詳細については，
「8.1.3

ガーベージコレクションの発生と

メモリ空間の関係」を参照してください。

7.4.1 しきい値を設定する目的
オンライン処理とバッチ処理で同じリソースにアクセスする場合，オンライン処理のス
ループットに影響を与えないように考慮する必要があります。
バッチアプリケーション実行時に空きメモリが少なくなると，JavaVM によってバッチ
サーバのフルガーベージコレクションが実行されます。この場合，バッチサーバ上で動
作するすべてのプログラムの処理が中断されます。バッチアプリケーションがリソース
を排他していた場合，そのリソースはバッチサーバのフルガーベージコレクション実行
中も排他された状態になります。オンライン処理の中に排他中のリソースを使用する処
理があった場合は，そのオンライン処理も中断されてしまいます。
これを防ぐために，メモリ使用量のしきい値を設定して，メモリ不足が起こる前に明示
的にフルガーベージコレクションを発生させるようにします。明示的なフルガーベージ
コレクションは，リソースを排他していないタイミングで発生するように制御できます。
JavaVM によってフルガーベージコレクションが実行される前に空きメモリを増やして
おくことで，リソース排他中にフルガーベージコレクションが実行されることを防ぎま
す。
しきい値を設定した場合，次に示す状態になるとフルガーベージコレクションが実行さ
れます。ただし，そのときにバッチアプリケーションがリソースを排他していた場合は，
排他が解除されるまで待ってから実行されます。
• Tenured 領域消費サイズの Tenured 領域合計サイズに対する割合≧しきい値
• New 領域合計サイズの Tenured 領域最大空きサイズに対する割合≧しきい値
• Permanent 領域消費サイズの Permanent 領域合計サイズに対する割合≧しきい値

7.4.2 しきい値設定の考え方
しきい値は，次の式で算出した値を目安に算出できます。
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しきい値≦ 100 −（100 ×リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリのサイズ）／最大メモリサイ
ズ

しきい値設定の際には，次の点を考慮してください。
● フルガーベージコレクションの発生頻度
● リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリ
ここでは，フルガーベージコレクションの発生頻度としきい値の関係と，リソース排他
解除を待つ間に必要な空きメモリのサイズの見積もり方法について説明します。

（1） フルガーベージコレクションの発生頻度としきい値の関係
フルガーベージコレクションはプログラムの実行速度に比べて時間の掛かる処理です。
このため，JavaVM のチューニングでは，フルガーベージコレクションをできるだけ発
生させないようにします。JavaVM のチューニングの考え方については，「8.2.1

チュー

ニングの考え方」を参照してください。
しきい値を設定して明示的に実行するフルガーベージコレクションも，頻度が少なくな
るよう，チューニングする必要があります。
設定したしきい値ごとのメモリ使用量の例を，次の図に示します。
図 7-2 設定したしきい値ごとのメモリ使用量の例

JavaVM でのメモリ使用量は，時間の経過とともに増加していき，フルガーベージコレ
クションが発生すると減少します。
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しきい値に 0 を設定した場合は，JavaVM によって自動的に実行されるまでフルガー
ベージコレクションは実行されません。しきい値に小さな値を設定した場合は，大きな
値を指定した場合に比べて，フルガーベージコレクションが実行される頻度が高くなり
ます。図の場合は，しきい値として 80 を設定した場合の方が，50 を設定した場合より
もフルガーベージコレクションの実行頻度を低く抑えることができています。
ただし，フルガーベージコレクションの実行頻度を少なくした場合，1 回の実行に掛かる
時間は，頻繁に実行する場合に比べて長くなります。

（2） リソース排他解除を待つ間に必要な空きメモリの見積もり
メモリ使用量がしきい値以上になった場合，リソース排他が解除されるまでフルガー
ベージコレクションは実行されません。しかし，リソース排他の解除を待っている間に
JavaVM が必要とするメモリが不足した場合は，リソース排他解除を待たないで
JavaVM によってフルガーベージコレクションが実行されてしまいます。
リソース排他解除を待つ間に空きメモリが不足した場合の例を次の図に示します。
図 7-3 リソース排他解除を待つ間に空きメモリが不足した場合の例

ポイント
JavaVM にフルガーベージコレクションを実行させないために必要な空きメモリについて
は，「8.1.3 ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係」を参照してください。

フルガーベージコレクションが発生するメモリ使用量を 100 とする場合，リソース排他
解除待ち区間に使用できるメモリサイズは，
「100 −しきい値（%）」です。
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例えば，しきい値として「95」のように高い値を指定した場合は，リソース排他解除を
待っている間に使用できる空きメモリが 5% と少ないため，リソース排他が解除される
前に JavaVM によって自動的にフルガーベージコレクションが実施されてしまうおそれ
があります。
このため，しきい値を見積もる場合には，リソース排他待ち区間にメモリが不足しない
よう，十分に余裕を持った値を設定するようにしてください。

！

注意事項
リソース排他解除待ち区間で空きメモリが不足して JavaVM によるフルガーベージコレク
ションが実行された場合，リソースの排他が解除されたタイミングで，フルガーベージコレ
クション制御によってもう一度フルガーベージコレクションが実行されます。

7.4.3

ガーベージコレクション制御で使用するしきい値を設
定するためのチューニングパラメタ

ここでは，バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
ために使用するチューニングパラメタの設定方法について示します。
表 7-4 バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
チューニングパラメタ
設定項目
しきい値
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設定個所
定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
ejbserver.batch.gc.watch.threshold

8

JavaVM のチューニング
この章では，JavaVM のチューニングについて説明します。
システムの処理性能を高めるには，基盤となる JavaVM 自体
のチューニングを適切に実施する必要があります。

8.1 ガーベージコレクションと JavaVM のメモリ管理の概要
8.2 JavaVM のチューニングの考え方と手順
8.3 Tenured 領域のメモリサイズの見積もり
8.4 DefNew 領域のメモリサイズの見積もり
8.5 一定期間存在するオブジェクトの扱いの検討
8.6 Java ヒープの最大サイズ／初期サイズの決定
8.7 Permanent 領域のメモリサイズの見積もり
8.8 拡張 verbosegc 情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の
分析方法
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8.1 ガーベージコレクションと JavaVM のメ
モリ管理の概要
JavaVM のチューニングの目的は，システムの処理性能の向上です。特に，ガーベージ
コレクションの仕組みを踏まえ，適切なメモリ管理ができるようにチューニングするこ
とで，システムの処理性能が向上します。
ここでは，JavaVM のチューニングをする前提として知っておく必要がある，次の項目
について説明します。
● ガーベージコレクションの仕組み
● JavaVM で使用するメモリ空間の構成と JavaVM オプション
● ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係

8.1.1

ガーベージコレクションの仕組み

ここでは，ガーベージコレクションの仕組みについて説明します。

（1） ガーベージコレクションとは
ガーベージコレクションは，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の実行には，処理時間が掛かります。このため，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。
プログラムの中で new によって作成された Java オブジェクトは，JavaVM が管理する
メモリ領域に格納されます。Java オブジェクトが作成されてから不要になるまでの期間
を，Java オブジェクトの寿命といいます。
Java オブジェクトには，寿命の短いオブジェクトと寿命の長いオブジェクトがありま
す。サーバサイドで動作する Java アプリケーションの場合，リクエストやレスポンス，
トランザクション管理などで，多くの Java オブジェクトが作成されます。これらの
Java オブジェクトは，その処理が終わると不要になる，寿命が短いオブジェクトです。
一方，アプリケーションの動作中使用され続ける Java オブジェクトは，寿命が長いオブ
ジェクトです。
効果的なガーベージコレクションを実行するためには，寿命の短いオブジェクトに対し
てガーベージコレクションを実行して，効率良くメモリ領域を回収することが必要です。
また，繰り返し使用される寿命の長いオブジェクトに対する不要なガーベージコレク
ションを抑止することが，システムの処理性能の低下防止につながります。これを実現
するのが，世代別ガーベージコレクションです。
世代別ガーベージコレクションでは，Java オブジェクトを，寿命が短いオブジェクトが
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格納される DefNew 領域と，寿命が長いオブジェクトが格納される Tenured 領域に分け
て管理します。DefNew 領域はさらに，new によって作成されたばかりのオブジェクト
が格納される Eden 領域と，1 回以上のガーベージコレクションの対象になり，回収され
なかったオブジェクトが格納される Survivor 領域に分けられます。DefNew 領域内で一
定回数以上のガーベージコレクションの対象になった Java オブジェクトは，長期間必要
な Java オブジェクトと判断され，Tenured 領域に移動します。
世代別ガーベージコレクションで管理するメモリ空間と Java オブジェクトの概要を次の
図に示します。
図 8-1 世代別ガーベージコレクションで管理するメモリ空間と Java オブジェクトの概
要

1 回目のガーベージコレクションが実行された時点で使用されていた Java オブジェクト
は，DefNew::Eden 領域から DefNew::Survivor 領域に移動します。なお，このときにす
でに使用されていなかった Java オブジェクトは，移動しないで破棄されます。Tenured
領域に移動するしきい値を n 回とした場合，n 回以上のガーベージコレクションが実行
される間使用され続けていた Java オブジェクトは，DefNew::Survivor 領域から
Tenured 領域に移動します。なお，1 回以上のガーベージコレクション実行時に使用さ
れていて，n 回未満のガーベージコレクション実行時に使用されなくなっていた Java オ
ブジェクトは，その時点で移動しないで破棄されます。
なお，世代別ガーベージコレクションで実行されるガーベージコレクションには，次の 2
種類があります。
● コピーガーベージコレクション
DefNew::Eden 領域および DefNew::Survivor 領域だけを対象にしたガーベージコレ
クションです。
● フルガーベージコレクション
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Tenured 領域も含む，JavaVM 固有領域全体を対象にしたガーベージコレクションで
す。
一般的に，コピーガーベージコレクションの方が，フルガーベージコレクションよりも
短い時間で処理できます。このため，JavaVM のチューニングでは，JavaVM オプショ
ンでそれぞれのメモリ空間のサイズや割合を適切に設定することで，フルガーベージコ
レクションが頻発することを防ぎ，パフォーマンス低下を防ぐようにします。

（2） オブジェクトの寿命と年齢の関係
オブジェクトがコピーガーベージコレクションの対象になった回数をオブジェクトの年
齢といいます。
オブジェクトの寿命と年齢の関係を次の図に示します。
図 8-2 オブジェクトの寿命と年齢の関係

アプリケーションが開始して初期化処理が完了したあとで，何度かのコピーガーベージ
コレクションが実行されると，長期間必要になる寿命の長いオブジェクトは Tenured 領
域に移動します。このため，アプリケーションの開始後しばらくすると，Java ヒープの
状態は安定し，作成される Java オブジェクトとしては，寿命が短いオブジェクトが多く
なります。特に，DefNew 領域のチューニングが適切にできている場合，Java ヒープが
安定したあとの大半のオブジェクトは，1 回目のコピーガーベージコレクションで回収さ
れる，寿命が短いオブジェクトになります。

（3） コピーガーベージコレクションの仕組み
JavaVM では，コピーガーベージコレクションの対象になる DefNew 領域のメモリ空間
を，DefNew::Eden 領域，DefNew::Survivor 領域に分けて管理します。さらに，
DefNew::Survivor 領域は，From 空間と To 空間に分けられます。From 空間と To 空間
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は，同じメモリサイズです。
DefNew 領域の構成を次の図に示します。
図 8-3 DefNew 領域の構成

DefNew::Eden 領域は，new によって作成されたオブジェクトが最初に格納される領域
です。プログラムで new が実行されると，DefNew::Eden 領域のメモリが確保されます。
DefNew::Eden 領域がいっぱいになると，コピーガーベージコレクションが実行されま
す。コピーガーベージコレクションでは，次の処理が実行されます。
1. DefNew::Eden 領域および DefNew::Survivor 領域の From 空間にある Java オブ
ジェクトのうち，使用中の Java オブジェクトが，DefNew::Survivor 領域の To 空間
にコピーされます。使用されていない Java オブジェクトは破棄されます。
2. DefNew::Survivor 領域の To 空間と From 空間が入れ替わります。
この結果，DefNew::Eden 領域と To 空間は空になり，使用中のオブジェクトは From 空
間に存在することになります。
コピーガーベージコレクション実行時に発生するオブジェクトの移動を次の図に示しま
す。
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図 8-4 コピーガーベージコレクション実行時に発生するオブジェクトの移動

このようにして，使用中のオブジェクトは，コピーガーベージコレクションが発生する
たびに，From 空間と To 空間を行ったり来たりします。ただし，寿命の長いオブジェク
トを行き来させ続けると，コピー処理の負荷などが問題になります。これを防ぐために，
From 空間と To 空間で Java オブジェクトを入れ替える回数にしきい値を設定して，年
齢がしきい値に達した Java オブジェクトは Tenured 領域に移動させるようにします。

（4） オブジェクトの退避
年齢がしきい値に達していない Java オブジェクトが Tenured 領域に移動することを，
退避といいます。退避は，コピーガーベージコレクション実行時に DefNew::Eden 領域
および From 空間で使用中のオブジェクトが多くなり，移動先である To 空間のメモリサ
イズが不足する場合に発生します。この場合，To 空間に移動できなかったオブジェクト
が，Tenured 領域に移動します。
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図 8-5 オブジェクトの退避

オブジェクトの退避が発生した場合，Tenured 領域に本来格納されないはずの寿命の短
いオブジェクトが格納されます。これが繰り返されると，コピーガーベージコレクショ
ンで回収されるはずのオブジェクトがメモリ空間に残っていくため，Java ヒープのメモ
リ使用量が増加していき，最終的にはフルガーベージコレクションが発生します。
オブジェクトの退避が発生した場合のメモリ使用量の変化について，次の図に示します。
図 8-6 オブジェクトの退避が発生した場合のメモリ使用量の変化

このような要因で発生するフルガーベージコレクションは，システムの処理性能を低下
させます。
したがって，メモリ空間の構成とメモリサイズを検討するときには，オブジェクトの退
避が発生しないように，DefNew::Eden 領域と DefNew::Survivor 領域のバランスを検討
する必要があります。
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8.1.2

JavaVM で使用するメモリ空間の構成と JavaVM オプ
ション

ここでは，JavaVM で使用するメモリ空間の構成と，JavaVM オプションについて説明
します。
JavaVM では，JavaVM 固有領域と OS 固有領域という，2 種類のメモリ空間を使用しま
す。
JavaVM で使用するメモリ空間の構成を次の図に示します。なお，図中の番号は，表 8-1
の項番と対応しています。
図 8-7 JavaVM で使用するメモリ空間の構成

それぞれの領域について説明します。なお，DefNew::Eden 領域，DefNew::Survivor 領
域，および Tenured 領域を合わせた領域を，Java ヒープといいます。
DefNew::Eden 領域
new によって作成された Java オブジェクトが最初に格納される領域です。
DefNew::Survivor 領域
DefNew 領域に格納されていた Java オブジェクトのうち，コピーガーベージコレク
ション実行時に破棄されなかった Java オブジェクトが格納される領域です。
DefNew::Survivor 領域は，From 空間と To 空間で構成されます。From 空間と To
空間のサイズは同じです。
Tenured 領域
長期間必要であると判断された Java オブジェクトが格納される領域です。
DefNew::Survivor 領域で指定回数を超えてコピーガーベージコレクションの実行対
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象となり，破棄されなかった Java オブジェクトが，この領域に移動されます。
Permanent 領域
ロードされた class などの情報が格納される領域です。
C ヒープ領域
JavaVM 自身が使用する領域です。JNI で呼び出されたネイティブライブラリでも
使用されます。
スタック領域
Java スレッドのスタック領域です。
それぞれの領域のサイズや割合などを指定する JavaVM オプションを次の表に示しま
す。なお，表の項番は，図 8-7 と対応しています。
表 8-1 JavaVM メモリ空間のサイズや割合などを指定する JavaVM オプション
項番

オプション名

オプションの意味

1

-Xmx<size>

Java ヒープの最大サイズを設定します。

2

-Xms<size>

Java ヒープの初期サイズを設定します。

3

-XX:MaxPermSize=<size>

Permanent 領域の最大サイズを設定します。

4

-XX:PermSize=<size>

Permanent 領域の初期サイズを設定します。

5

-Xmn<size>

DefNew 領域の初期値および最大値を設定します。

6

-Xss<size>

１スタック領域の最大サイズを設定します。

7

-XX:NewRatio=<value>

DefNew 領域に対する Tenured 領域の割合を設定します。
<value> が 2 の場合は，DefNew 領域と Tenured 領域の
割合が，1:2 になります。

8

-XX:SurvivorRatio=<value>

DefNew::Survivor 領域の From 空間と To 空間に対する
DefNew::Eden 領域の割合を設定します。
<value> に 8 を設定した場合は，DefNew::Eden 領域，
From 空間，To 空間の割合が，8:1:1 になります。

9

-XX:TargetSurvivorRatio=<value
>

ガーベージコレクション実行後の DefNew::Survivor 領域
内で Java オブジェクトが占める割合の目標値を設定しま
す。

10

-XX:MaxTenuringThreshold=<va
lue>

コピーガーベージコレクション実行時に，From 空間と
To 空間で Java オブジェクトを入れ替える回数のしきい
値を設定します。
設定した回数を超えて入れ替え対象になった Java オブ
ジェクトは，Tenured 領域に移動されます。

注

<size> の単位はバイトです。

参考
JavaVM オプションは，次の個所に設定します。
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表 8-2 JavaVM オプションを設定する個所
対象

設定方法

設定個所

J2EE サーバ

Smart Composer 機能

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
add.jvm.arg

バッチサーバ

Smart Composer 機能

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
パラメタ名
add.jvm.arg

SFO サーバ

Smart Composer 機能

定義ファイル
簡易構築定義ファイル
設定対象
論理 SFO サーバ（sfo-server）
パラメタ名
add.jvm.arg

EJB クライアント
アプリケーション

ファイル編集

定義ファイル

Web コンテナサー
バ

ファイル編集

注※

usrconf.cfg ※
パラメタ名
add.jvm.arg キー
定義ファイル
usrconf.cfg
パラメタ名
add.jvm.arg キー

cjclstartap コマンドを使用して開始する場合に有効になるファイルです。

ポイント
それぞれのオプションのデフォルト値は，OS によって異なります。オプションのデフォル
ト値については，マニュアル「Cosminexus

8.1.3

リファレンス

定義編」を参照してください。

ガーベージコレクションの発生とメモリ空間の関係

ガーベージコレクションは，メモリ空間の使用状況に応じて，次のタイミングで発生し
ます。

（1） コピーガーベージコレクションが発生するタイミング
コピーガーベージコレクションは，DefNew::Eden 領域がいっぱいになったタイミング
で発生します。
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（2） フルガーベージコレクションが発生するタイミング
フルガーベージコレクションは，次のタイミングで発生します。
1. DefNew 領域（Eden 領域と Survivor 領域の合計）で使用しているメモリサイズが
Tenured 領域の最大値に対する未使用メモリサイズを上回っている状態の時に，
DefNew 領域へのアロケーションで空き領域が不足した場合
2. DefNew 領域と Tenured 領域のそれぞれの未使用メモリサイズを上回るメモリサイズ
（Java オブジェクトのサイズ）のアロケーション要求があった場合
3. コピーガーベージコレクションの実施の結果，次のどちらかの状態になった場合
• 確保済み Tenured 領域の未使用メモリサイズが 10,000 バイトを下回った場合
• コピーガーベージコレクション実施時の Tenured 領域へのオブジェクトの移動に
よって，確保済み Tenured 領域の拡張が発生した場合
4. java.lang.System.gc() メソッドが実行された場合
5. Permanent 領域にアロケーションしたいメモリサイズが確保済み Permanent 領域の
未使用メモリサイズを上回る場合
6. javagc コマンドを実行した場合
7. jheapprof コマンドを実行した場合
JavaVM のチューニングでは，主に 1. と 2. の発生を抑えることを検討します。

参考
フルガーベージコレクションが発生した場合の要因は，拡張 verbosegc 情報を使用して確認
できます。フルガーベージコレクション発生時に要因を確認する方法については，
「8.8

拡

張 verbosegc 情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析方法」を参照してく
ださい。
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8.2 JavaVM のチューニングの考え方と手順
この節では，JavaVM のチューニングの考え方，および手順について説明します。

8.2.1

チューニングの考え方

一般的に，コピーガーベージコレクションの方が，フルガーベージコレクションよりも
短い時間で処理できます。
DefNew 領域へのコピーガーベージコレクションの実施によって適切にメモリを回収し
て，Java ヒープ全体を対象とするフルガーベージコレクションの発生をできるだけ抑止
することが，システムの処理性能向上につながります。これを実現するためには，
JavaVM オプションでそれぞれのメモリ空間のサイズや割合を適切に設定することが必
要です。
これを踏まえ，JavaVM のチューニングは，次の 2 点を目的として実施します。
● フルガーベージコレクションをできるだけ発生させないこと
● フルガーベージコレクションの頻発を抑止した上で，不要なコピーガーベージコレク
ションを発生させないこと
理想的なメモリ使用量と経過時間の関係を次の図に示します。
図 8-8 理想的なメモリ使用量と経過時間の関係

この図の場合は，寿命の短いオブジェクトはすべてコピーガーベージコレクションに
よって回収できていて，オブジェクトの退避が発生しません。このため，コピーガー
ベージコレクション実行後のメモリサイズが一定です。これによって，フルガーベージ
コレクションが発生しない，安定した状態での運用を実現できます。
JavaVM のチューニングでは，この状態を理想として，JavaVM の使用するメモリ空間
の各領域で使用するメモリサイズを見積もってチューニングします。
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ポイント
チューニングの目安
図 8-8 では，フルガーベージコレクションを一度も発生させない理想的な例を示しました
が，現実的にはフルガーベージコレクションが 1 回発生する間にコピーガーベージコレク
ションが 10 〜 20 回程度発生することを目安にして，チューニングを実施してください。

8.2.2 メモリサイズの見積もり手順
JavaVM のチューニングでは，JavaVM 固有領域の各領域のメモリサイズを適切に見積
もる必要があります。
見積もりのポイントになるメモリサイズは次のとおりです。
● Java ヒープ全体のメモリサイズ
● Tenured 領域のメモリサイズ
● DefNew::Survivor 領域のメモリサイズ
● DefNew::Eden 領域のメモリサイズ
このほか，Permanent 領域も，必要に応じて見積もります。
見積もりでは，まず，Tenured 領域のメモリサイズと DefNew 領域のメモリサイズを算
出して，それらを基に Java ヒープ全体のメモリサイズを算出します。
メモリサイズを見積もる順序を次の図に示します。図中の番号の順番で見積もりを実施
します。
図 8-9 メモリサイズを見積もる順序

見積もり手順を示します。なお，番号は図中の番号と対応しています。
1. Tenured 領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，
「8.3 Tenured 領域のメモリサイズの見積もり」を参照し
てください。
2. DefNew::Survivor 領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，
「8.4.1 DefNew::Survivor 領域のメモリサイズの見積も
り」を参照してください。
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3. DefNew::Eden 領域で使用するメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「8.4.2

DefNew::Eden 領域のメモリサイズの見積もり」

を参照してください。
4. 2. と 3. の合計として，DefNew 領域全体のメモリサイズを算出します。
5. 一定期間存在するオブジェクトの扱いを検討して，必要なメモリサイズを Tenured 領
域または DefNew 領域のメモリサイズに追加します。
検討方法については，「8.5

一定期間存在するオブジェクトの扱いの検討」を参照し

てください。
6. 1.，4. および 5. の合計として，Java ヒープ全体のメモリサイズを算出します。
7. 必要に応じて Permanent 領域のメモリサイズを見積もります。
見積もり方法については，「8.7

Permanent 領域のメモリサイズの見積もり」を参照

してください。

8.2.3

メモリサイズの設定方法

見積もったメモリサイズは，「8.1.2

JavaVM で使用するメモリ空間の構成と JavaVM

オプション」で説明したオプションで指定します。それぞれの領域のメモリサイズの設
定方法を次に示します。
Java ヒープ全体のメモリサイズ
-Xmx<size> オプションで最大サイズを指定して，-Xms<size> オプションで初期サ
イズを指定します。
Tenured 領域のメモリサイズ
-XX:NewRatio=<value> オプションで，Java ヒープ全体に対する，Tenured 領域と
DefNew 領域の分割比を指定します。例えば，「-XX:NewRatio=5」とした場合には，
-Xmx<size> オプションで指定したメモリサイズが，次のように分割されます。
DefNew領域のメモリサイズ：Tenured領域のメモリサイズ = 1：5
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズと DefNew::Eden 領域のメモリサイズ
-XX:SurvivorRatio=<value> オプションで，DefNew 領域全体に対する，
DefNew::Survivor 領域と DefNew::Eden 領域の分割比を指定します。なお，分割比
は，DefNew::Survivor 領域の From 空間および To 空間に対して DefNew::Eden 領
域を何倍確保するかの数値で指定します。例えば，
「-XX:SurvivorRatio=2」とした
場合には，-XX:NewRatio=<value> オプションで決まった DefNew 領域のメモリサ
イズが，次のように分割されます。
DefNew::Eden領域のメモリサイズ：From空間のメモリサイズ：To空間のメモリサ
イズ = 2：1：1
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Permanent 領域のメモリサイズ
-XX:MaxPermSize=<size> オプションで最大サイズを指定して，
-XX:PermSize=<size> オプションで初期サイズを指定します。

8.2.4 メモリサイズの使用状況の確認方法
それぞれのメモリサイズは，アプリケーションを実際に動作させて，メモリ使用量を測
定しながらチューニングしていきます。Cosminexus では，usrconf.cfg ファイルに
-XX:+HitachiVerboseGC オプションを指定して J2EE サーバを起動することで，ガー
ベージコレクション実行時の各領域の詳細なメモリサイズを拡張 verbosegc 情報として
出力できます。この出力内容を基にチューニングを実施してください。
拡張 verbosegc 情報として出力できる主な内容を次に示します。
• ガーベージコレクションの発生日時
• ガーベージコレクション種別
• ガーベージコレクション情報※ 1
• ガーベージコレクション経過時間
• Eden 情報※ 1
• Survivor 情報※ 1
• Tenured 情報※ 1
• Perm 情報※ 1
• ガーベージコレクション要因内容※２
注※ 1
ガーベージコレクション前後の使用領域長および領域サイズが出力されます。
注※ 2
-XX:+HitachiVerboseGCPrintCause オプションが指定されている場合に出力されま
す。
拡張 verbosegc 情報の出力例とフルガーベージコレクションの要因分析方法については，
「8.8

拡張 verbosegc 情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析方法」

を参照してください。また，オプションについては，マニュアル「Cosminexus リファ
レンス

定義編」を参照してください。

なお，Cosminexus では，javagc コマンドを使用して，任意のタイミングでガーベージ
コレクションを発生させることもできます。この場合，-v オプションを指定することで，
拡張 verbosegc 情報と同じ内容を出力できます。javagc 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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8.3 Tenured 領域のメモリサイズの見積もり
この節では，Tenured 領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。
Tenured 領域のメモリサイズは，次のように見積もります。

Tenured 領域のメモリサイズ
= アプリケーションで必要なメモリサイズ +DefNew 領域のメモリサイズ

ここでは，アプリケーションで必要なメモリサイズの算出方法について説明します。
また，見積もったメモリサイズに DefNew 領域のメモリサイズを追加する理由について
も説明します。

8.3.1

アプリケーションで必要なメモリサイズの算出

Tenured 領域のメモリサイズは，アプリケーションが最低限必要とするメモリサイズか
ら見積もります。必要なメモリサイズが確保できない場合，OutOfMemoryError が発生
して JavaVM が停止します。
アプリケーションが必要とするメモリサイズは，フルガーベージコレクション実行時の
拡張 verbosegc 情報で，フルガーベージコレクション実行後に使用しているメモリサイ
ズを確認することで判断できます。これは，フルガーベージコレクション実行後に Java
ヒープ全体から不要なオブジェクトをすべて削除した状態のメモリサイズが，アプリ
ケーションが必要とするメモリサイズに近いと考えられるためです。
フルガーベージコレクション実行時の拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。
…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[Full
Full GC 31780K->30780K(32704K),
31780K->30780K(32704K)
0.2070500secs][DefNew::Eden:
3440K->1602K(3456K)][DefNew::Survivor:58K->0K(64K)][Tenured:
28282K->29178K(29184K)][Perm:1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User:
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]
…

「Full GC」に続いて出力されている情報のうち，ガーベージコレクションの実行後の情
報「->30780K」を確認します。ここでは，フルガーベージコレクション実行後に，
30,780 キロバイトのメモリサイズを必要としていることがわかります。
何回分かのフルガーベージコレクションの拡張 verbosegc 情報を集め，ガーベージコレ
クション実行後の領域長がいちばん大きい情報を，アプリケーションが必要とするメモ
リサイズであると判断してください。
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8.3.2

DefNew 領域のメモリサイズを追加する理由

Tenured 領域のメモリサイズには，アプリケーションが最低限必要とするメモリサイズ
に，DefNew 領域分のメモリサイズを追加することをお勧めします。これは，Tenured
領域の未使用メモリサイズが DefNew 領域の使用メモリサイズを下回ることによって，
フルガーベージコレクションが頻発するのを防ぐためです。
通常，DefNew::Eden 領域がいっぱいになると，コピーガーベージコレクションが発生
します。このとき，DefNew::Eden 領域と DefNew::Survivor 領域の From 空間に存在す
る使用中の Java オブジェクトが，DefNew::Survivor 領域の To 空間に移動しようとしま
す。しかし，使用中の Java オブジェクトのメモリサイズが To 空間のメモリサイズより
も大きい場合，使用中の Java オブジェクトは To 空間ではなく，Tenured 空間に退避さ
れます。このとき，Tenured 空間の未使用領域が DefNew::Eden 領域と
DefNew::Survivor 領域で使用中のメモリサイズよりも小さいと，フルガーベージコレク
ションが発生してしまいます。
これを防ぐために，Tenured 領域には，アプリケーションが必要とするメモリサイズに
加えて，DefNew 領域分のメモリサイズを追加してください。
考え方を次の図に示します。
図 8-10

DefNew 領域のメモリサイズを追加する理由の考え方

● オブジェクトが退避できないでフルガーベージコレクションが発生する例
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Tenured 領域のメモリの空き領域（アプリケーションで必要なメモリ領域以外の領域）
が DefNew 領域のメモリサイズよりも小さいため，DefNew::Eden 領域および From
空間からの移動オブジェクトが多い場合，オブジェクトの退避に対応できないで，メ
モリ不足になります。この場合，フルガーベージコレクションが発生します。
● オブジェクトが確実に退避できる例
Tenured 領域のメモリの空き領域（アプリケーションで必要なメモリ領域以外の領域）
が DefNew 領域と同じサイズ分確保してあるため，DefNew::Eden 領域および From
空間からの移動オブジェクトが多い場合も，オブジェクトの退避に対応できます。
なお，DefNew 領域のメモリサイズの見積もりについては，
「8.4 DefNew 領域のメモリ
サイズの見積もり」で説明します。

ポイント
拡張 verbosegc 情報などで確認したときに，コピーガーベージコレクションが発生しないで
フルガーベージコレクションが頻発している場合，DefNew 領域からの退避オブジェクトに
対して Tenured 領域のメモリサイズが小さいことが考えられます。DefNew 領域のサイズを
増やした場合などにこの状態になることがあります。必要に応じて，Tenured 領域のメモリ
サイズを見直してください。また，DefNew 領域内の Eden 領域と Survivor 領域の関係も
あわせて見直してください。
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8.4 DefNew 領域のメモリサイズの見積もり
この節では，DefNew 領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。
DefNew 領域のメモリサイズは，次のように見積もります。

DefNew 領域のメモリサイズ
=DefNew::Survivor 領域のメモリサイズ +DefNew::Eden 領域のメモリサイズ

ここでは，DefNew::Survivor 領域および DefNew::Eden 領域のメモリサイズを見積もる
方法について説明します。

8.4.1

DefNew::Survivor 領域のメモリサイズの見積もり

DefNew::Survivor 領域のメモリサイズは，実際にアプリケーションを動作させて，
DefNew::Survivor 領域の使用状況を確認しながらチューニングしていきます。
チューニングの流れを次に示します。
1. アプリケーションでのリクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズを見積も
り，それを DefNew::Survivor 領域のメモリサイズに指定して，アプリケーションを実
行します。
このとき，チューニングで使用する情報を出力するために，
-XX:+PrintTenuringDistribution オプションを指定して J2EE サーバを起動します。
2. DefNew::Survivor 領域に割り当てられているメモリサイズと，アプリケーション実行
時に実際に使用されているメモリ使用量から，メモリ使用率を確認します。
メモリ使用率が 100% に近い場合，コピーガーベージコレクション実行時に DefNew
領域および DefNew::Survivor 領域の From 空間の使用中オブジェクトが To 空間に入
り切らなくなり，オブジェクトの退避が発生します。この場合は，DefNew::Survivor
領域を増やすことを検討してください。
3. DefNew::Survivor 領域のオブジェクトの年齢分布を確認し，寿命の長いオブジェクト
が存在し続けていないかを確認します。
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズを増やすと，オブジェクトが Tenured 領域に
移動するのが遅くなります。寿命の長いオブジェクトを DefNew::Survivor 領域に格
納し続けるのは，性能を低下させる要因になります。この場合は，DefNew::Survivor
領域のメモリサイズを小さくするか，または Tenured 領域に移動するためのしきい値
を下げることを検討してください。
それぞれのチューニング作業について説明します。
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（1） リクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズの見積もり
DefNew::Survivor 領域は，寿命の短いオブジェクトを格納する領域です。サーバサイド
で動作するアプリケーションの場合，リクエストやレスポンスの処理するために使われ
ている，寿命の短いオブジェクトを格納する領域と考えることができます。このため，
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズの見積もりでは，ある時点で存在する寿命が短い
オブジェクトの最大サイズ，つまり，ある時点でのリクエストやレスポンスの処理に使
用するメモリの最大サイズを考えます。例えば，ステートレスなサーブレットで構成さ
れたアプリケーションの場合，DefNew::Survivor 領域のメモリサイズを，「一つのリク
エスト処理で使用する最大メモリサイズ×リクエストの同時実行数」と考えることがで
きます。

（2） メモリ使用率の確認
「(1) リクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズの見積もり」で見積もった値
を DefNew::Survivor 領域のメモリサイズとして設定して，アプリケーションを実行しま
す。実行時に使用されるメモリ使用量から，DefNew::Survivor 領域に割り当てたメモリ
サイズに対するメモリ使用率を確認します。

参考
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズは，直接は指定できません。
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズを指定する場合は，まず，-Xmx オプションで Java
ヒープの最大サイズを指定して，-XX:NewRatio=<value> によって Java ヒープのメモリサ
イズを DefNew 領域と Tenured 領域で分ける割合を指定した上で，
-XX:SurvivorRatio=<value> オプションによって，DefNew::Eden 領域との割合を指定する
必要があります。

メモリ使用率は，拡張 verbosegc 情報で確認できます。
コピーガーベージコレクション実行時の拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。
…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[GC 27340K->27340K(32704K), 0.0432900
secs][DefNew::Eden: 3440K->0K(3456K)][DefNew::Survivor:
58K->58K(64K)][Tenured: 23841K->27282K(29184K)][Perm:
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0312500
secs]
…

「DefNew::Survivor: 58K->58K(64K)」は，「ガーベージコレクション実行前のメモリサ
イズ -> ガーベージコレクション実行後のメモリサイズ（割り当てられているメモリサイ
ズ）」を意味します。この場合，64KB の DefNew::Survivor 領域中 58KB がすでに使用
されていて，使用率は約 90% になります。
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ポイント
DefNew::Survivor 領域のメモリ使用率には，目標値があります。デフォルトでは 50% です
が，-XX:TargetSurvivorRatio=<value> で変更できます。この目標値は，
DefNew::Survivor 領域のオブジェクトが Tenured 領域に移動するときのしきい値に影響し
ます。使用率が目標値を超えた場合はしきい値が下がり，使用率が目標値を下回った場合は
しきい値が上がります。使用率が目標値よりも高い場合は，DefNew::Survivor 領域のメモ
リサイズを増やすことを検討してください。

参考
-XX:PrintTenuringDistribution オプションの出力結果からメモリ使用率を確認することも
できます。その場合は，すべての年齢のオブジェクトが使用しているメモリサイズの合計値
と，「(1) リクエスト／レスポンス処理に使用するメモリサイズの見積もり」で設定した値を
比べてメモリ使用率を算出してください。-XX:PrintTenuringDistribution オプションの出
力結果の例については，「(3) オブジェクトの年齢分布の確認」を確認してください。

（3） オブジェクトの年齢分布の確認
DefNew::Survivor 領域のオブジェクトの年齢分布を確認し，寿命の長いオブジェクトが
存在し続けていないかを確認します。オブジェクトの年齢分布は，
-XX:+PrintTenuringDistribution オプションの出力結果で確認できます。
J2EE サーバ起動時に usrconf.cfg に -XX:PrintTenuringDistribution オプションを指定
すると，DefNew::Survivor 領域の使用状況が出力されます。出力例を次に示します。

Desired survivor size 5467547 bytes, new threshold 30 (max 31)
- age
1:
1357527 bytes,
1357527 total
- age
2:
182134 bytes,
1539661 total

「-age」に続けて出力されているのが，DefNew::Survivor 領域でその年齢のオブジェク
トが使用しているメモリサイズです。なお，
「total」は，1 歳からその年齢までのオブ
ジェクトが使用しているメモリサイズの累計です。例の場合は，1 歳のオブジェクトのメ
モリサイズが 1,357,527 バイト，2 歳のオブジェクトのメモリサイズが 182,134 バイト，
1 歳と 2 歳のオブジェクトのメモリサイズの合計が 1,539,661 バイトであることを示して
います。
DefNew::Survivor 領域で寿命の長いオブジェクトの割合が高い場合は，
DefNew::Survivor 領域のメモリサイズを小さくするか，または Tenured 領域に移動する
ためのしきい値を下げることを検討してください。

343

8. JavaVM のチューニング

8.4.2

DefNew::Eden 領域のメモリサイズの見積もり

DefNew::Eden 領域のメモリサイズは，コピーガーベージコレクションを発生させる間
隔に影響します。DefNew::Eden 領域のメモリサイズを大きく取ると，コピーガーベー
ジコレクションの発生間隔が長くなります。なお，コピーガーベージコレクションに掛
かる時間は，使用中のオブジェクトの個数に影響され，DefNew::Eden 領域のメモリサ
イズにはあまり影響されません。このため，コピーガーベージコレクションが頻発しな
いように，DefNew::Eden 領域のメモリサイズを十分に確保することが，性能向上には
効果的です。
ただし，DefNew::Eden 領域のメモリサイズを大きくし過ぎると，キャッシュ効率が悪
くなることがありますので，注意してください。
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8.5 一定期間存在するオブジェクトの扱いの検
討
これまでの説明は，オブジェクトの寿命に応じて，それぞれの領域に次のように格納す
ることを前提としてきました。
● アプリケーションの動作に必要な寿命の長いオブジェクトは，Tenured 領域に格納す
る。
● リクエスト処理やレスポンス処理などの寿命の短いオブジェクトは，DefNew 領域に
格納する。
しかし，例えば HTTP セッションに対応したオブジェクトなどの場合，セッションが開
始されてからタイムアウトかログアウトによって終了するまで，一定期間使用されます。
このようなオブジェクトは，寿命は長くありませんが，何回かのコピーガーベージコレ
クションの対象になります。
メモリサイズの見積もりでは，これらのオブジェクトを，DefNew 領域，Tenured 領域
のどちらかに格納することを前提として，見積もりをする必要があります。
ここでは，それぞれの特徴を示します。アプリケーションの種類や目的に応じて，どち
らかのメモリサイズを増加させるように見積もりをしてください。

8.5.1

DefNew 領域に格納する方法

一定期間存在するオブジェクトを DefNew 領域で管理する方法です。DefNew 領域のメ
モリサイズに，これらの一定期間存在するオブジェクト分のメモリサイズを追加して見
積もります。
DefNew 領域サイズを大きくしてオブジェクトの Tenured 領域への移動を抑止すること
によって，フルガーベージコレクションの発生も抑止できます。ただし，コピーガー
ベージコレクション実行時に DefNew 領域内にある使用中オブジェクトの数が増えるた
め，DefNew 領域内でのコピー処理に時間が掛かり，1 回当たりのコピーガーベージコレ
クション実行時間は長くなります。コピーガーベージコレクションの実行時間がフル
ガーベージコレクション実行時間よりも長くなるような場合は，メモリサイズの再見積
もりが必要です。また，メモリ空間のサイズ設定によっては，本来コピーガーベージコ
レクションで回収されるはずの寿命の短いオブジェクトが使用する領域が不足して，
Tenured 領域への退避が発生するおそれがあります。この場合は，最終的にはフルガー
ベージコレクションが発生してしまいます。
なお，一定期間存在するオブジェクトを DefNew 領域で管理できているかどうかは，拡
張 verbosegc 情報で確認できます。実際にアプリケーションを動作させて，出力された
拡張 verbosegc 情報で，コピーガーベージコレクション発生後の Tenured 領域のメモリ
サイズが大幅に増えていないことを確認してください。
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DefNew 領域での管理に失敗している場合，システムの処理性能が大幅に低下している
ことがあります。DefNew 領域で管理できていないことがわかった場合は，一定期間存
在するオブジェクトは，Tenured 領域に格納して管理することを検討してください。
Tenured 領域で管理する方法については，
「8.5.2 Tenured 領域に格納する方法」を参照
してください。

8.5.2

Tenured 領域に格納する方法

一定期間存在するオブジェクトを Tenured 領域に移動させて管理する方法です。
Tenured 領域への移動のしきい値を低く設定することで実現できます。通常，しきい値
は，DefNew::Survivor 領域の使用率に応じて動的に変化しますが，
-XX:MaxTenuringThreshold=<value> オプションを使用すると，固定できます。一定期
間存在するオブジェクトを Tenured 領域で管理したい場合は，この値に 1 または 2 を指
定することをお勧めします。例えば，「-XX:MaxTenuringThreshold=2」を指定しておけ
ば，3 回目のコピーガーベージコレクションの対象になったオブジェクトは，すべて
Tenured 領域に移動します。
この方法を使用すると，コピーガーベージコレクションの対象になるオブジェクトが少
なくなり，実行時間が短縮できます。ただし，多くのオブジェクトが Tenured 領域に移
動するため，Tenured 領域がいっぱいになった段階でフルガーベージコレクションが定
期的に発生します。システムを安定して動作させるためには，システムに掛かる負荷が
低いときなどに，フルガーベージコレクションを強制的に発生させてください。フル
ガーベージコレクションを強制的に発生させるには，次の方法があります。
● プログラム内で System.gc() メソッドを呼び出す
● javagc コマンドを実行する
javagc コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus
ンド編」を参照してください。
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8.6 Java ヒープの最大サイズ／初期サイズの
決定
Tenured 領域および DefNew 領域の見積もりができたら，それらを基に Java ヒープの
最大サイズと初期サイズを決定します。
Java ヒープの最大サイズは，次のように決定します。

Java ヒープの最大サイズ
=Tenured 領域のメモリサイズ +DefNew 領域のメモリサイズ

Java ヒープのメモリサイズを設定する場合，まず，-Xmx オプションに，拡張領域のサ
イズも含む，Java ヒープ領域の最大サイズを指定します。次に，-Xms オプションに，
Java ヒープ領域の初期サイズを指定します。なお，-Xms オプションに指定するサイズ
は，-Xmx オプションに指定したサイズよりも小さくする必要があります。
JavaVM は，起動時に，-Xms オプションで指定された分のメモリ領域を Java ヒープ領
域として確保します。その後，アプリケーション実行中に -Xms オプションで指定した
以上のメモリ領域が必要になった場合に，-Xmx オプションで指定したサイズになるま
で，ヒープ領域を追加して割り当てていきます。逆に，アプリケーションの中で不要な
メモリ領域が発生した場合は，-Xms オプションで指定したサイズまで，Java ヒープ領
域として確保している領域を減らしていきます。
なお，システムのメモリサイズに余裕がある場合は，-Xmx オプションと -Xms オプショ
ンには同じ値を指定することをお勧めします。
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8.7 Permanent 領域のメモリサイズの見積も
り
この節では，Permanent 領域のメモリサイズの見積もりについて説明します。
Permanent 領域は，ロードされた class などが格納される領域です。
Permanent 領域のメモリサイズは，「8.1.2

JavaVM で使用するメモリ空間の構成と

JavaVM オプション」で示したとおり，-Xmx オプションで指定したメモリサイズ
（Java ヒープ）とは別に確保されます。
デフォルト値については，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，Permanent 領域の使用量の見積もり方法を示します。
● Permanent 領域の使用量の見積もり方法
Permanent 領域でのメモリ使用量は，大体，J2EE サーバにロードされるクラスファイ
ルの合計サイズになります。Cosminexus の場合，次に示すクラスファイルのサイズの
総和から見積もることができます。
1. WEB-INF/classes 以下のすべてのクラスファイル
2. WEB-INF/lib 以下の JAR ファイルに含まれる，すべてのクラスファイル
3. JSP コンパイル結果として生成された，すべてのクラスファイル
4. EJB-JAR に含まれるすべてのクラスファイル
5. コンテナ拡張ライブラリ，ライブラリ JAR，参照ライブラリを利用している場合に追
加する JAR ファイルに含まれる，すべてのクラスファイル
6. Cosminexus 提供のクラスファイル（システムクラスファイル）
システムクラスファイルの総和は約 80MB になります。
Permanent 領域のメモリサイズは，-XX:MaxPermSize=<size> オプション，および
-XX:PermSize=<size> オプションで指定します。これらのオプションのデフォルト値に
ついては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
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8.8 拡張 verbosegc 情報を使用したフルガー
ベージコレクションの要因の分析方法
この節では，拡張 verbosegc 情報を使用したフルガーベージコレクションの要因の分析
方法について説明します。拡張 verbosegc 情報は，日立固有の JavaVM オプションであ
る -XX:+HitachiVerboseGC オプションを指定することによって出力できる JavaVM の
ログ情報です。チューニングに役立つ情報のほか，障害要因の分析にも役立つ情報が出
力されます。
チューニング実行時に拡張 verbosegc 情報を参照することで，次の情報を確認できます。
● ガーベージコレクション実行前と実行後の各領域の使用メモリサイズ
● ガーベージコレクションが発生した要因
また，-XX:+HitachiVerboseGC とほかの日立固有の JavaVM オプションを組み合わせる
ことによって，さらに詳細な情報が出力できます。-XX:+HitachiVerboseGC オプション
およびそのほかの日立固有の JavaVM オプションの詳細については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

8.8.1 拡張 verbosegc 情報の出力形式の概要
拡張 verbosegc 情報は，コピーガーベージコレクションが発生した場合と，フルガー
ベージコレクションが発生した場合に出力されます。
コピーガーベージコレクションが発生すると，ガーベージコレクションの種類として
「GC」と出力されます。また，フルガーベージコレクションが発生すると，ガーベージ
コレクションの種類として「Full GC」と出力されます。種類に続いて，それぞれの領域
の「＜ガーベージコレクション前の領域長＞ -> ＜ガーベージコレクション後の領域長＞
（＜確保済み領域サイズ＞）」が出力されます。
以降に，フルガーベージコレクションが発生した場合の拡張 verbosegc 情報の出力例を
示します。拡張 verbosegc 情報には，ほかにもガーベージコレクションの発生要因や GC
スレッドの CPU 時間も出力されます。
拡張 verbosegc 情報の出力形式の詳細，およびそれぞれのオプションの詳細については，
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

8.8.2 フルガーベージコレクション発生時の拡張 verbosegc
情報の出力例
ここでは，フルガーベージコレクションの発生時の拡張 verbosegc 情報の出力例を示し
ます。
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（1） DefNew 領域（Eden 領域と Survivor 領域の合計）で使用している
メモリサイズが Tenured 領域の最大値に対する未使用メモリサイズ
を上回った場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[GC 27340K->27340K(32704K), 0.0432900
secs][DefNew::Eden: 3440K->0K(3456K)][DefNew::Survivor:
58K->58K(64K)][Tenured: 23841K->27282K(29184K)][Perm:
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0312500
secs]
[VGC]<Wed May 11 23:12:05 2005>[Full GC 30780K->30780K(32704K), 0.2070500
secs][DefNew::Eden: 3440K->1602K(3456K)][DefNew::Survivor:
3440K
58K->0K(64K)][Tenured:
27282K->29178K(29184K
29184K)][Perm:
58K
27282K
29184K
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail
ObjAllocFail][User:
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500
ObjAllocFail
secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• DefNew 領域で使用しているメモリサイズ（3440K+58K=3498K）が，Tenured 領域
の最大値に対する未使用メモリサイズ（29184K-27282K=1902K）を上回りました。
• フルガーベージコレクションの要因は，オブジェクトの割り付け失敗です。

（2） アロケーションしたいメモリサイズ（new で作成する Java オブ
ジェクトのサイズ）が Tenured 領域の未使用メモリサイズを上回る
場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Wed May 11 23:53:18 2005>[GC 28499K->28490K(32704K), 0.0540590
secs][DefNew::Eden: 808K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 64K->62K(64K)][Tenured:
27626K->28428K(29184K)][Perm: 1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail][User:
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]
[VGC]<Wed May 11 23:53:18 2005>[Full GC 28490K->8959K(32704K), 0.1510380
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(3456K)][DefNew::Survivor: 62K->0K(64K)][Tenured:
28428K->8959K(29184K
29184K)][Perm:
1269K->1269K(4096K)][cause:ObjAllocFail
ObjAllocFail][User:
28428K
29184K
ObjAllocFail
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• Tenured 領域の未使用メモリサイズ（29184K-28428K=756K）を上回るメモリサイズ
の Java オブジェクトを，new で作成しようとしました。
• フルガーベージコレクションの要因は，オブジェクトの割り付け失敗です。
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（3） コピーガーベージコレクション実施の結果，確保済み Tenured 領域
の未使用メモリサイズが 10,000 バイトを下回った場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Fri May 25 15:21:33 2007>[GC 15436K->15416K(19840K), 0.0111825
secs][DefNew::Eden: 4413K->0K(4416K)][DefNew::Survivor:
512K->509K(512K)][Tenured: 10511K->14906K
10511K 14906K(14912K
14906K 14912K)][Perm:
14912K
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail
ObjAllocFail][User:
0.0000000 secs][Sys: 0.0000000
ObjAllocFail
secs]
[VGC]<Fri May 25 15:21:33 2007>[Full GC 15416K->8622K(19840K), 0.0284614
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 509K->0K(512K)][Tenured:
14906K->8622K(14912K)][Perm: 1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User:
0.0312500 secs][Sys: 0.0000000 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• 1 行目のコピーガーベージコレクションで DefNew 領域から Tenured 領域にオブジェ
クトが移動したことによって，Tenured 領域の使用済みメモリサイズが 10511K から
14906K に増加しました。これによって，確保済み Tenured 領域の未使用メモリサイ
ズが 14912K-14906K=6K となり，10,000 バイト（約 10K バイト）を下回りました。
• 1 行目のコピーガーベージコレクションの原因は，オブジェクトの割り付け失敗です。
1 行目のコピーガーベージコレクションと 2 行目のフルガーベージコレクションは，
Java プログラムに制御が戻る前に連続して発生します。

（4） コピーガーベージコレクション実施時の Tenured 領域へのオブジェ
クトの移動によって，確保済み Tenured 領域の拡張が発生した場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
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…
[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[GC 12745K->10151K(15872K), 0.0048346
secs][DefNew::Eden: 4416K->0K(4416K)][DefNew::Survivor:
137K->512K(512K)][Tenured: 8192K->9639K(10944K
10944K)][Perm:
10944K
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User: 0.0156250 secs][Sys: 0.0000000
secs]
[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[GC 14563K->14536K(19072K), 0.0104957
secs][DefNew::Eden: 4412K->0K(4416K)][DefNew::Survivor:
512K->510K(512K)][Tenured: 9639K->14026K
14026K(14144K
14026K 14144K)][Perm:
14144K
1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail
ObjAllocFail][User:
0.0156250 secs][Sys: 0.0000000
ObjAllocFail
secs]
[VGC]<Fri May 25 15:42:00 2007>[Full GC 14536K->8610K(19072K), 0.0287254
secs][DefNew::Eden: 0K->0K(4416K)][DefNew::Survivor: 510K->0K(512K)][Tenured:
14026K->8610K(14144K)][Perm: 1976K->1976K(8192K)][cause:ObjAllocFail][User:
0.0312500 secs][Sys: 0.0000000 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• 2 行目のコピーガーベージコレクションで DefNew 領域から Tenured 領域へのオブ
ジェクトが移動したことによって，Tenured 領域が最低でも 14026K 以上必要になり
ました。このため，確保済み Tenured 領域サイズが 10944K から 14144K に拡張され
ました。
• 2 行目のコピーガーベージコレクションの原因は，オブジェクトの割り付け失敗です。
2 行目のコピーガーベージコレクションと 3 行目のフルガーベージコレクションは，
Java プログラムに制御が戻る前に連続して発生します。

（5） アプリケーション内で java.lang.System.gc() メソッドが実行された
場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Mon Apr 18 20:36:29 2005>[Full GC 330K->150K(3520K), 0.0387690
secs][DefNew::Eden: 330K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured:
0K->150K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:System.gc
System.gc][User:
0.0156250
System.gc
secs][Sys: 0.0312500 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• フルガーベージコレクションの要因は，J2EE アプリケーション内またはバッチアプ
リケーション内での java.lang.System.gc() メソッド呼び出しです。

（6） Permanent 領域にアロケーションしたいメモリサイズが確保済み
Permanent 領域の未使用メモリサイズを上回る場合
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
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ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Mon Apr 18 20:36:29 2005>[Full GC 57051K->25121K(129792K), 0.5531230
secs][DefNew::Eden: 40943K->0K(41088K)][DefNew::Survivor:
1280K->0K(1280K)][Tenured: 14827K->25121K(87424K)][Perm:
20479K->20479K(20480K
20480K)][cause:PermAllocFail
PermAllocFail][User:
0.0156250 secs][Sys:
20479K
20480K
PermAllocFail
0.0312500 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• Permanent 領域にアロケーションしようとしたメモリサイズが，確保済み
Permanent 領域の未使用メモリサイズ（20480K-20479K=1K）を上回りました。
• フルガーベージコレクションの要因は，Permanent ヒープの割り付け失敗です。

（7） javagc コマンドを実行した場合の出力例
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Mon Apr 18 21:46:50 2005>[Full GC 369K->189K(3520K), 0.0403010
secs][DefNew::Eden: 369K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured:
0K->189K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:JavaGC
JavaGC Command][User:
Command
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• フルガーベージコレクションの要因は，javagc コマンド実行です。

（8） jheapprof コマンドを実行した場合の出力例
拡張 verbosegc 情報の出力例を次に示します。太字
太字の部分がフルガーベージコレクショ
太字
ン発生の要因を示す個所です。
…
[VGC]<Mon Apr 18 21:46:50 2005>[Full GC 369K->189K(3520K), 0.0403010
secs][DefNew::Eden: 369K->0K(2048K)][DefNew::Survivor: 0K->0K(64K)][Tenured:
0K->189K(1408K)][Perm: 1266K->1266K(4096K)][cause:JHeapProf Command][User:
0.0156250 secs][Sys: 0.0312500 secs]
…

この出力例からは，次のことがわかります。
• フルガーベージコレクションの要因は，jheapprof コマンド実行です。

353

付録
付録 A ベーシックモードの利用（互換機能）
付録 B サーブレットエンジンモードの利用（互換機能）
付録 C 推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合の
チューニングパラメタ
付録 D （3020-3-M04-61）の変更内容
付録 E 用語解説

355

付録 A

ベーシックモードの利用（互換機能）

付録 A
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互換用のサーバの動作モードとして，ベーシックモードがあります。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。ここでは，ベーシックモードの利用につい
て説明します。
なお，ベーシックモードは，1.4 モードに比べて，使用できる機能に制限があります。旧
バージョンで J2EE サーバモードにベーシックモードを使用していた場合には，1.4 モー
ドに移行することをお勧めします。

付録 A.1

パフォーマンスチューニング

ここでは，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について説明し
ます。
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を次の表に示します。
表 A-1 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
チューニング項目
同時実行数の最適化

Enterprise Bean
の同時実行数

Enterprise Bean の
呼び出し方法の最適
化

データベースアクセ
ス方法の最適化
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参照先

○

6.3.3

URL グループ単位

○

6.3.4

Web アプリケーション単位

○

Web コンテナ単位

○

Stateless Session Bean の同時実
行数

○

Stateful Session Bean の同時実行
数

○

Entity Bean の同時実行数

○

Message-driven Bean の同時実行
数

○

リクエスト処理スレッド数（インプロセス HTTP サーバ
使用時）
Web アプリケー
ションの同時実行
数

使用可否

6.3.5

CTM で制御する同時実行数

○

6.3.6

ローカルインタフェースの使用

○

6.4.1

リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用

○

6.4.2

リモートインタフェースの参照渡し機能の使用

○

6.4.3

コネクションプーリング

○

付録
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チューニング項目

使用可否

参照先

×

−

Web サーバ側で設定するクライア
ントからのリクエスト受信，およ
びクライアントへのデータ送信の
タイムアウト

○

6.6.2

リダイレクタ側で設定する Web コ
ンテナへのデータ送信のタイムア
ウト

○

リダイレクタ側で設定する Web コ
ンテナからのデータ受信のタイム
アウト

○

Web コンテナ側で設定するリダイ
レクタからのデータ受信のタイム
アウト

○

Web コンテナ側で設定するリダイ
レクタへのデータ受信のタイムア
ウト

○

EJB クライアント側で設定する
Enterprise Bean のリモート呼び
出し（RMI-IIOP 通信）と JNDI
によるネーミングサービス呼び出
しのタイムアウト

○

EJB クライアント側で設定する
CTM から Enterprise Bean 呼び
出しのタイムアウト

○

ステートメントプーリング
タイムアウトの設定

Web フロントシス
テムでのタイムア
ウト

バックシステムで
のタイムアウト

○※

6.6.4

データベースのタイムアウト

○

6.6.5

J2EE アプリケーションのメソッドタイムアウト

○

6.6.6

静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の切り分
け

○

6.7.1

静的コンテンツのキャッシュ

○

6.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け

○

6.7.3

CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼働状態
を監視する間隔の設定

○

6.8.1

負荷状況監視間隔の設定

○

6.8.2

CTM デーモンのタイムアウト閉塞の設定

○

6.8.3

CTM で振り分けるリクエストの優先順位の設定

○

6.8.4

Persistent Connection についてのチューニング

○

6.9

EJB コンテナ側で設定するデータベースのトランザク
ションタイムアウト（DB Connector を使用した場合）

Web アプリケー
ションの動作の最適
化

CTM の動作の最適
化

そのほかの項目の
チューニング

6.6.3

（凡例）○：使用できる。

×：使用できない。

−：該当しない。
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注※
ベーシックモードの場合，CMT を使用するときのトランザクションのタイムアウトは，
Enterprise Bean，インタフェースまたはメソッドの属性では設定できません。ベーシックモー
ドの場合，CMT を使用するときのトランザクションのタイムアウトは，usrconf.properties で
定義してください。

これらのチューニング項目のうち，ベーシックモードで使用できる機能や，チューニン
グパラメタの異なるものについて説明します。

（1） データベースへのアクセス方法を最適化するためのチューニングパ
ラメタ
ベーシックモードの場合に，コネクションプーリングで使用できる機能を次の表に示し
ます。なお，コネクションプーリングで使用できる各機能の設計時の指針については，
「6.5.1 コネクションプーリングを使用する」を参照してください。
表 A-2 コネクションプーリングで使用できる機能（ベーシックモードの場合）
機能

使用可否

プールするコネクションの最大値と最小値を指定する

○

プール内のコネクションを検査して無効なコネクションを破棄する

○

コネクション取得失敗時にリトライする

△

スイーパによって使わないコネクションをプールから削除する※

○

コネクションウォーミングアップによってあらかじめコネクションをプールしておく

×

コネクション枯渇時のコネクション取得要求を取得待ちキューに入れる

×

コネクションプール内の不要なコネクションを段階的に減少させる

×

コネクションプールをクラスタ化する

×

コネクションプールの未使用コネクションがしきい値以下になったとき，コネクションを
追加する

○

コネクション取得待ち時間を指定する

○

（凡例）○：使用できる。

△：指定しても無視される。

×：使用できない。

注※
ただし，スイーパを実行する処理は負荷が高いため，性能に影響が出ます。このため，スイー
パを使用する場合は，自動削除の間隔を 1 時間以上の値にすることをお勧めします。

次に，ベーシックモードの場合にコネクションプーリングをチューニングするパラメタ
について説明します。これらのチューニングパラメタは，データソース単位に設定しま
す。
チューニングパラメタについて，次の表に示します。これらは，サーバ管理コマンドの
CUI で設定します。CUI を使用する場合は，属性ファイルを編集してください。
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表 A-3 ベーシックモードの場合のコネクションプーリングのチューニングパラメタ
設定項目

設定方法

設定個所

コネクションプールにプール
するコネクションの最小値

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<MinimumSize> タグ

コネクションプールにプール
するコネクションの最大値

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<MaximumSize> タグ

コネクションの生成時刻から
コネクションを自動破棄する
かを判定するまでの時間

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<ConnectionTimeout> タグ

コネクションの自動破棄（コ
ネクションスイーパ）が動作
する間隔

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<SweeperInterval> タグ

コネクションプールにコネク
ションを追加するためのしき
い値

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の <Threshold>
タグ

コネクションプールにコネク
ションを追加する場合の追加
数

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<GrowthIncrement> タグ

コネクション取得待ち時間

CUI（cjsetresprop）

データソース属性ファイルの
<PoolConfiguration> タグ下の
<WaitTimeout> タグ

注
cjsetresprop 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。データソース属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus
レンス

リファ

定義編」参照してください。
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付録 B

サーブレットエンジンモードの利用（互換機
能）

互換用のアプリケーション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が
あります。サーブレットエンジンモードは，サーブレットと JSP で構成される Web アプ
リケーションだけをアプリケーションサーバで動作させたい場合に利用できます。ここ
では，サーブレットエンジンモードの利用について説明します。
なお，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，
Cosminexus の運用管理機能などが使用できる J2EE サーバモードに移行することをお
勧めします。

付録 B.1

システム構成の設計

ここでは，サーブレットエンジンモードで使用できるシステム構成について説明します。

（1） システム設計の準備
システム設計作業を始める前に，次のことを明確にする必要があります。
• アプリケーションおよびプロセスの構成
• 運用方法
（a） アプリケーションおよびプロセスの構成
サーブレットエンジンモードでは，サーブレットと JSP だけで構成されるアプリケー
ション（Web アプリケーション）が使用できます。
また，サーブレットエンジンモードでアプリケーションサーバを動作させるシステムで
は，次に示すプロセスが必要となります。
• Web サーバ※
• Web コンテナサーバ
• PRF デーモン
注※
Application Server に含まれる Web サーバは，Hitachi Web Server です。
これらのプロセスは，Application Server によって提供され，Application Server をイン
ストールしたマシンで起動できます。
サーブレットエンジンモードの場合，Web クライアントからのリクエストを，リダレク
タと連携した Web サーバ（Web サーバ連携）を利用して処理できます。利用できる
Web サーバは，Hitachi Web Server または Microsoft IIS です。
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（b） 運用方法
サーブレットエンジンモードでは，Management Server を利用した運用，およびクラス
タソフトウェアと連携したシステムの運用はできません。サーブレットエンジンモード
で運用する場合，システムの構築には，Cosminexus が提供するコマンドと定義ファイ
ルを使用します。

（2） サーブレットエンジンモードのシステムの構成
サーブレットエンジンモードを使用して，Cosminexus のシステムを設計する場合，Web
コンテナサーバを使用した構成になります。Web コンテナサーバは，サーブレットエン
ジンモードで動作しているアプリケーションサーバです。
システム構成の特徴
Web コンテナサーバの構成の例を次の図に示します。
図 B-1 Web コンテナサーバの構成の例

特徴
• サーブレットと JSP だけが動作します。
• サーブレットと JSP を対象にした，負荷分散機またはリダイレクタを使用し
た負荷分散構成，および Web サーバとアプリケーションサーバを分離した構
成が実現できます。
• Management Server を利用した運用はできません。
リクエストの流れ
サーブレットと JSP に対するクライアントからのリクエストは，Web ブラウザ
から Web サーバを経由して送られます。
それぞれのマシンで起動するプロセス
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それぞれのマシンに必要なソフトウェアとプロセスについて説明します。
アプリケーションサーバマシン
アプリケーションサーバマシンには，Application Server Standard または
Application Server Enterprise をインストールする必要があります。
起動するプロセスは次のとおりです。
• Web サーバ
• Web コンテナサーバ
• PRF デーモン
Application Server Standard または Application Server Enterprise には，Web
サーバである Hitachi Web Server が含まれています。Windows の場合，Web
サーバに Microsoft IIS を使用することもできます。この場合は，ソフトウェア
として Microsoft IIS が必要です。
Web クライアントマシン
Web クライアントマシンには，Web ブラウザが必要です。

付録 B.2

パフォーマンスチューニング

ここでは，サーブレットエンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング
項目について説明します。サーブレットエンジンモードでは，アプリケーションがサー
ブレットと JSP だけで構成される Web アプリケーションが使用できます。サーブレット
エンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング項目を次の表に示します。
表 B-1 サーブレットエンジンモードで使用できるアプリケーションのチューニング項目
チューニング項目
同時実行数の最適化

利用できる機能
Web アプリケーションでの同時実行スレッド数制
御
（Web コンテナ単位）

参照先
6.3.4

データベースアクセス方法の最適
化

Web コンテナコネクションプーリング

付録 B.2(1)

タイムアウトの設定

Web フロントシステムでのタイムアウトの設定

6.6.2

Web アプリケーションの動作の
最適化

静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の
切り分け

6.7.1

静的コンテンツのキャッシュ

6.7.2

リダイレクタによるリクエストの振り分け（Web
サーバ連携の場合）

6.7.3

これらのチューニング項目のうち，サーブレットエンジンモードで動作する場合に異な
る機能について説明します。
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（1） Web コンテナコネクションプーリングを使用する
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ルを使用します。このとき，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ます。
Web コンテナコネクションプーリングを使用する場合，最初のコネクション取得要求が
あったときに，プール数の最小値までコネクションが生成され，プールされます。クラ
イアントからコネクション取得要求があると，プールから未使用のコネクションが選択
され，クライアントに渡されます。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が未使用に設定され，コネクションがプールに返されます。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
スとの接続が切断され，コネクションが削除されます。この場合，コネクションはプー
ルに返されません。
Web コンテナコネクションプーリングを使用する場合は，チューニングパラメタを設定
する必要があります。Web コンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタは，
プール管理情報設定ファイルに設定します。設定した内容は，cjwebeditpool コマンドで
登録します。プール管理情報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，cjwebeditpool 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。

Web コンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタを次の表に示します。
表 B-2 Web コンテナコネクションプーリングのチューニングパラメタ
設定項目

設定個所

プールするコネクションの最小値

<MinimumSize> タグ

プールするコネクションの最大値

<MaximumSize> タグ

コネクションを取得できなかった場合にリトライするまでのア
プリケーションの待ち時間

<RetryInterval> タグ

コネクションを取得できなかった場合のリトライ回数

<RetryCount> タグ
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付録 C

推奨手順以外の方法でパフォーマンスチュー
ニングをする場合のチューニングパラメタ

ここでは，「6.

パフォーマンスチューニング（J2EE アプリケーション実行基盤）
」およ

び「7. パフォーマンスチューニング（バッチアプリケーション実行基盤）
」で説明した
項目について，推奨手順以外の方法でチューニングを実施するためのチューニングパラ
メタについて説明します。推奨以外の方法とは，運用管理ポータルを使用して設定する
方法，およびファイル編集によって設定する方法です。
チューニングの考え方については，「6.
ケーション実行基盤）」および「7.

パフォーマンスチューニング（J2EE アプリ

パフォーマンスチューニング（バッチアプリケー

ション実行基盤）」を参照してください。

付録 C.1 同時実行数を最適化するためのチューニングパラ
メタ（推奨手順以外の方法）
ここでは，同時実行数の最適化で使用するチューニングパラメタの設定方法と設定個所
についてまとめて示します。

（1） インプロセス HTTP サーバ使用時のリクエスト処理スレッド数
インプロセス HTTP サーバを使用している場合の，リクエスト処理スレッド数のチュー
ニングパラメタの設定方法および設定個所について，次の表に示します。
なお，Web サーバ連携で Hitachi Web Server を使用している場合のチューニングパラメ
タについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。
表 C-1 インプロセス HTTP サーバ使用時のリクエスト処理スレッド数のチューニング
パラメタ（推奨手順以外の方法）
設定項目

設定方法

J2EE サーバ起動
時に生成するリク
エスト処理スレッ
ド数

運用管理ポータル

Web クライアント
との接続数の上限
（リクエスト処理
スレッド数の上
限）

運用管理ポータル
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ファイル編集

ファイル編集

設定個所
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「初期スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.init_threads キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「初期スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.max_connections
キー
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設定方法

Web クライアント
との接続数の上限
を超えた場合に使
用される TCP/IP
の Listen キュー
（バックログ）の
最大値

運用管理ポータル

予備スレッド数の
最大数

運用管理ポータル

ファイル編集

ファイル編集

予備スレッド数の
最小数

運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Web クライ
アントとの接続設定」の「TCP リスンキューの長さ」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.backlog キー

［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「予備スレッド」の「最大数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.max_spare_threads
キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「予備スレッド」の「最小数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.min_spare_threads
キー

（2） Web アプリケーションの同時実行数
URL グループ単位，Web アプリケーション単位，または Web コンテナ単位に設定しま
す。
（a） URL グループ単位の同時実行数
URL グループ単位の同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につ
いて，次の表に示します。
表 C-2 URL グループ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
設定項目
Web コンテナ単位
での最大同時実行
スレッド数
（Web サーバ連携
時）

設定方法
運用管理ポータル
ファイル編集

Web コンテナ単位
での最大同時実行
スレッド数
（インプロセス
HTTP サーバ使用
時）

運用管理ポータル

Web アプリケー
ション単位で同時
実行数を制御する
かどうか

運用管理ポータル

ファイル編集

ファイル編集

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web サーバとの接続」の
「最大スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.max_threads キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー
［Web コンテナの設定］画面の「Web コンテナの設定」の
「同時実行スレッド数制御機能の使用」
usrconf.properties の
webserver.container.thread_control.enabled キー
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設定項目

設定方法

デフォルトの実行
待ちキューサイズ

運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web コンテナの設定」の
「実行待ちキューサイズ」
usrconf.properties の
webserver.container.thread_control.queue_size キー

次の設定項目については，推奨手順の場合と違いがありません。
• Web アプリケーション単位での最大同時実行スレッド数
• Web アプリケーションの占有スレッド数
• Web アプリケーション単位の実行待ちキューサイズ
• URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の定義名
• URL グループ単位で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
• URL グループ単位の実行待ちキューサイズ
• URL グループ単位の制御対象となる URL パターン
（b） Web アプリケーション単位の同時実行数
Web アプリケーション単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法および
設定個所について，次の表に示します。
表 C-3 Web アプリケーション単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）
設定項目
Web コンテナ単位
での最大同時実行
スレッド数
（Web サーバ連携
時）

設定方法
運用管理ポータル
ファイル編集

Web コンテナ単位
での最大同時実行
スレッド数
（インプロセス
HTTP サーバ使用
時）

運用管理ポータル

Web アプリケー
ション単位で同時
実行数を制御する
かどうか

運用管理ポータル

デフォルトの実行
待ちキューサイズ

ファイル編集

ファイル編集

運用管理ポータル
ファイル編集
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設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web サーバとの接続」の
「最大スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.max_threads キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー
［Web コンテナの設定］画面の「Web コンテナの設定」の
「同時実行スレッド数制御機能の使用」
usrconf.properties の
webserver.container.thread_control.enabled キー
［Web コンテナの設定］画面の「Web コンテナの設定」の
「実行待ちキューサイズ」
usrconf.properties の
webserver.container.thread_control.queue_size キー

付録 C

推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ

次の設定項目については，推奨手順と違いがありません。
• Web アプリケーション単位での最大同時実行スレッド数
• Web アプリケーションの占有スレッド数
• Web アプリケーション単位の実行待ちキューサイズ
（c） Web コンテナ単位の同時実行数
Web コンテナ単位の同時実行数をチューニングするパラメタの設定方法および設定個所
について，次の表に示します。
表 C-4 Web コンテナ単位の同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
設定項目

設定方法

Web コンテナ単
位での最大同時実
行スレッド数
（Web サーバ連携
時）

運用管理ポータル

Web コンテナ単
位での最大同時実
行スレッド数
（インプロセス
HTTP サーバ使
用時）

運用管理ポータル

ファイル編集

ファイル編集

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web サーバとの接続」の
「最大スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.max_threads キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「スレッド制御
設定」の「同時実行スレッド数」
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
キー

参考
このほか，Web コンテナでは，リダイレクタからの TCP 接続要求の最大待ち行列数も指定
できます（usrconf.properties の webserver.connector.ajp13.backlog キー）
。ただし，これ
はソケットの Listen キューの大きさを指定するキーであり，リクエストの実行待ちキュー
と直接の関係はありません。

（3） Enterprise Bean の同時実行数
Enterprise Bean の同時実行数は，Enterprise Bean 単位に設定します。
Enterprise Bean の同時実行数のチューニングパラメタについては，推奨手順の場合と違
いがありません。

（4） CTM で制御する同時実行数
CTM で制御する同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につい
て，次の表に示します。CTM デーモン，アプリケーション，および Stateless Session
Bean に設定する項目があります。
CTM で制御する同時実行数のチューニングパラメタの設定方法および設定個所につい
て，次の表に示します。
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表 C-5 CTM で制御する同時実行数のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
設定対象
CTM デーモ
ン

設定項目

設定方法

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

設定個所

運用管理ポータル

［スケジューリングの設定］画
面の「CTM キューの設定」の
「スレッド最大値」

ファイル編集

ctmstart コマンドの引数
「-CTMDispatchParallelCou
nt」

なお，アプリケーションまたは Stateless Session Bean に対する設定項目については，
推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.2 Enterprise Bean の呼び出し方法を最適化するため
のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
ここでは，Enterprise Bean の呼び出し方法の最適化で使用するチューニングパラメタの
設定個所についてまとめて示します。

（1） ローカルインタフェースの使用
アプリケーション作成時に，J2EE で定義されているローカルインタフェースを使用して
ください。
推奨手順の場合と違いはありません。

（2） リモートインタフェースのローカル呼び出し機能の使用
リモートインタフェースのローカル呼び出し機能をチューニングするパラメタの設定方
法および設定個所について，次の表に示します。
表 C-6 リモートインタフェースのローカル呼び出し機能のチューニングパラメタ（推
奨手順以外の方法）
設定項目
ローカル呼び出し最適化
機能の適用範囲

設定方法
運用管理ポータル

ファイル編集

設定個所
［EJB コンテナの設定］画面の「オプショ
ン」の「J2EE アプリケーションの呼び出し
方式」
usrconf.properties の
ejbserver.rmi.localinvocation.scope キー

（3） リモートインタフェースの参照渡し機能の使用
リモートインタフェースの参照渡し機能をチューニングするパラメタの設定方法および
設定個所について，次の表に示します。
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表 C-7 リモートインタフェースの参照渡し機能のチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）
設定項目

設定方法

リモートインタフェースの参
照渡し機能の使用（J2EE
サーバ単位）

運用管理ポータル

ファイル編集

設定個所
［EJB コンテナの設定］画面の「オプショ
ン」の「リモートインタフェースの参照渡
し」
usrconf.properties の
ejbserver.rmi.passbyreference キー

なお，リモートインタフェースの参照渡し機能の使用（Enterprise Bean 単位）について
は，推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.3 データベースへのアクセス方法を最適化するため
のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
データベースへのアクセス方法の最適化で使用するチューニングパラメタについては，
推奨手順の場合と違いがありません。

付録 C.4 タイムアウトを設定するチューニングパラメタ
（推奨手順以外の方法）
ここでは，タイムアウトの設定で使用するチューニングパラメタの設定個所についてま
とめて示します。

（1） Web サーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およ
びクライアントへのデータ送信のタイムアウト
Web サーバ連携の場合は，Web サーバ単位に設定します。インプロセス HTTP サーバの
場合は，J2EE サーバ単位に設定します。
表 C-8 Web サーバ側で設定するクライアントからのリクエスト受信，およびクライア
ントへのデータ送信のタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）
使用する Web
サーバ
Web サーバ連携

設定方法

ファイル編集※

設定個所
• Hitachi Web Server の場合
httpsd.conf の Timeout ディレクティブ
• Microsoft IIS の場合
isapi_redirect.conf の receive_client_timeout キー
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使用する Web
サーバ
インプロセス
HTTP サーバ

設定方法

運用管理ポータル

設定個所

［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Web クライア
ントとの接続設定」の「通信タイムアウト」の「リクエスト
受信」
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Web クライア
ントとの接続設定」の［通信タイムアウト］の［リクエスト
送信］

ファイル編集

usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.receive_timeout キー
usrconf.properties の
webserver.connector.inprocess_http.send_timeout キー

注※

Hitachi Web Server の定義ファイルである httpd.conf を編集して設定します。

（2） リダイレクタ側で設定する Web コンテナへのデータ送信のタイム
アウト
リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタについて，次の表に示
します。なお，これらのチューニングパラメタは，Web サーバ連携の場合だけ指定でき
ます。
表 C-9 リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）
Web サーバの
種類
Hitachi Web
Server

設定方法

運用管理ポータル

設定個所

［リダイレクタの設定］画面の「オプション」の「リクエス
ト送信コネクション確立タイムアウト時間」

ファイル編集

mod_jk.conf の JkConnectTimeout パラメタ

Microsoft IIS

ファイル編集

isapi_redirect.conf の connect_timeout キー

Hitachi Web
Server

運用管理ポータル

Microsoft IIS

［リダイレクタの設定］画面の「オプション」の「リクエス
ト送信タイムアウト時間」

ファイル編集

mod_jk.conf の JkSendTimeout パラメタ

ファイル編集

isapi_redirect.conf の send_timeout キー

（3） リダイレクタ側で設定する Web コンテナからのデータ受信のタイ
ムアウト
リダイレクタのワーカ定義単位で設定します。リダイレクタ側で設定するタイムアウト
のチューニングパラメタの設定方法と設定個所を次の表に示します。
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表 C-10 リダイレクタ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）
設定方法
運用管理ポータル

設定個所
［ワーカの設定］画面の「リダイレクタで再利用するワーカとのコネク
ション数の定義」の「通信タイムアウト」
workers.properties の worker.< ワーカ名 >.receive_timeout キー

ファイル編集

Web サーバ連携の場合だけ指定できます。

（4） Web コンテナ側で設定するリダイレクタからのデータ受信のタイム
アウト
J2EE サーバ単位で設定します。Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタを次の表に示します。
表 C-11

Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）

設定方法
運用管理ポータル

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web サーバとの接続」の「タイムア
ウト時間」
usrconf.properties の webserver.connector.ajp13.receive_timeout
キー

ファイル編集

Web サーバ連携の場合だけ指定できます。

（5） Web コンテナ側で設定するリダイレクタへのデータ受信のタイムア
ウト
J2EE サーバ単位で設定します。Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニン
グパラメタを次の表に示します。
表 C-12 Web コンテナ側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以
外の方法）
設定方法
運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web サーバとの接続」の「レスポン
ス送信タイムアウト時間」
usrconf.properties の webserver.connector.ajp13.send_timeout キー

Web サーバ連携の場合だけ指定できます。
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（6） EJB クライアント側で設定する Enterprise Bean のリモート呼び出
し（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出しの
タイムアウト
J2EE サーバ単位，EJB クライアントアプリケーション単位または API による呼び出し
単位に設定します。
EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（RMI-IIOP 通信
によるリモート呼び出し）を次の表に示します。
表 C-13 EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ
（RMI-IIOP 通信によるリモート呼び出し）（推奨手順以外の方法）
単位

設定方法

J2EE サーバ単位

運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［EJB コンテナの設定］画面の「サーバとの
接続」の「タイムアウト時間」
usrconf.properties の
ejbserver.rmi.request.timeout キー

EJB クライアントアプリケーション単位の設定，および API 単位の設定については，推
奨手順の場合と違いがありません。
EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミングサー
ビス呼び出し）を次の表に示します。
表 C-14 EJB クライアント側で設定するタイムアウトのチューニングパラメタ（ネーミ
ングサービス呼び出し）
（推奨手順以外の方法）
単位
J2EE サーバ単位

設定方法
運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［ネーミングの設定］画面の「利用するネーミ
ングサービスの設定」の「タイムアウト時間」
usrconf.properties の
ejbserver.jndi.request.timeout キー

EJB クライアントアプリケーション単位の設定については，推奨手順の場合と違いがあ
りません。

（7） EJB クライアント側で設定する CTM から Enterprise Bean 呼び出し
のタイムアウト
J2EE サーバ単位，EJB クライアントアプリケーション単位または API による呼び出し
単位に設定します。
なお，このタイムアウトの設定値には，「(6) EJB クライアント側で設定する Enterprise
Bean のリモート呼び出し（RMI-IIOP 通信）と JNDI によるネーミングサービス呼び出
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しのタイムアウト」で指定した設定値と同じ値が引き継がれます。

（8） EJB コンテナ側で設定するデータベースのトランザクションタイム
アウト（DB Connector を使用した場合）
J2EE サーバ単位，Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMT の場合）
，
または API による呼び出し単位（BMT の場合）に設定します。
トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタを次の表に示します。
表 C-15 トランザクションタイムアウトのチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）
単位
J2EE サーバ単位

設定方法
運用管理ポータル

ファイル編集

設定個所
［トランザクションの設定］画面の「トランザ
クションに関する設定 」の「タイムアウト時
間」
usrconf.properties の
ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTi
meOut キー

Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位（CMT の場合）および API 単位（BMT の場合）
のチューニングパラメタについては，推奨手順の場合と違いがありません。

（9） データベースのタイムアウト
データベースのタイムアウトを設定するチューニングパラメタについては，推奨手順の
場合と違いがありません。

付録 C.5 Web アプリケーションの動作を最適化するための
チューニングパラメタ（推奨手順以外の場合）
ここでは，Web アプリケーションの動作を最適化するために使用するチューニングパラ
メタの設定個所についてまとめて示します。

（1） 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切り分けるため
のチューニングパラメタ
静的コンテンツと Web アプリケーションの配置の切り分けは，Web サーバの動作を定義
するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルおよびパラメタは，使
用する Web サーバの種類によって異なります。
Web サーバの種類ごとの設定方法および設定個所を次に示します。
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表 C-16 静的コンテンツと Web アプリケーションの配置を切り分けるためのチューニ
ングパラメタ（推奨手順以外の場合）
使用する Web サー
バ

Web サーバの種類

Web サーバ連携
（リダイレクタモ
ジュールを使用した
切り分け）

Hitachi Web Server

インプロセス HTTP
サーバ
（リバースプロキシ
モジュールを使用し
た切り分け）

注※

設定方法

設定個所

運用管理ポータル

［論理 Web サーバの定義］画
面の「マッピング定義」

ファイル編集

mod_jk.conf のマッピング定
義（JkMount パラメタ）

Microsoft IIS

ファイル編集

uriworkermap.properties

Hitachi Web Server

ファイル編集

httpsd.conf の ProxyPass
ディレクティブ※

httpsd.conf の詳細については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。

（2） 静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ
静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタについて説明します。こ
れらのチューニングパラメタは，Web コンテナ単位または Web アプリケーション単位に
設定します。
Web コンテナ単位に設定するチューニングパラメタの設定方法および設定個所について，
次の表に示します。
表 C-17 静的コンテンツをキャッシュするためのチューニングパラメタ（Web コンテナ
単位で設定する項目）
（推奨手順以外の場合）
設定項目
静的コンテンツのキャッシュを使
用するかどうかの選択

設定方法
運用管理ポータル

ファイル編集

Web アプリケーション単位のメモ
リサイズの上限値の設定

運用管理ポータル

ファイル編集
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設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「静的コンテンツ
キャッシュ機能」
usrconf.properties の
webserver.static_content.cache.enable
d キー
［Web コンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「キャッシュサイ
ズ」
usrconf.properties の
webserver.static_content.cache.size
キー
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設定項目
キャッシュする静的コンテンツの
ファイルサイズの上限値の設定

設定方法
運用管理ポータル
ファイル編集

設定個所
［Web コンテナの設定］画面の「Web
コンテナの設定」の「ファイルサイズ」
usrconf.properties の
webserver.static_content.cache.filesize
.threshold キー

Web アプリケーション単位に設定するチューニングパラメタについては，推奨手順の場
合と違いがありません。

（3） リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニング
パラメタ
リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタは，Web
サーバの動作を定義するファイルのパラメタとして指定します。設定個所，ファイルお
よびパラメタは，使用する Web サーバごとに異なります。
なお，この定義は，Web サーバ連携の場合だけできます。インプロセス HTTP サーバを
使用している場合は定義できません。
Web サーバごとの設定方法および設定個所を次に示します。
表 C-18 リダイレクタによってリクエストを振り分けるためのチューニングパラメタ
（推奨手順以外の場合）
Web サーバの種類
Hitachi Web Server

Microsoft IIS

設定方法

設定個所

運用管理ポータル

［論理 Web サーバの定義］画面
の「マッピング定義」

ファイル編集

mod_jk.conf のマッピング定義
（JkMount パラメタ）

ファイル編集

uriworkermap.properties

付録 C.6 CTM の動作を最適化するチューニングパラメタ
（推奨手順以外の方法）
ここでは，CTM の動作の最適化で使用するチューニングパラメタの設定個所についてま
とめて示します。

（1） CTM ドメインマネジャおよび CTM デーモンの稼働状態の監視間隔
を設定するチューニングパラメタ
CTM ドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタを次に示しま
す。
監視間隔は，送信間隔×係数の値になります。
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表 C-19 CTM ドメインマネジャの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ（推
奨手順以外の方法）
対象

設定項目

同じネット
ワークセグメ
ント内にある
CTM ドメイ
ンマネジャ

送信間隔

設定方法

設定個所

運用管理ポータル

論理 CTM ドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「CTM ドメイン構成情報の送信間
隔」

コマンド実行

係数

運用管理ポータル

コマンド実行

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

送信間隔

運用管理ポータル

コマンド実行

係数

運用管理ポータル

コマンド実行

ctmdmstart コマンドの引数
「-CTMSendInterval」
論理 CTM ドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「ドメインマネジャ生存判定間隔係
数」
ctmdmstart コマンドの引数
「-CTMAliveCheckCount」
論理 CTM ドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「指定ホストへの構成情報の送信間
隔」
ctmdmstart コマンドの引数
「-CTMSendHostInterval」
論理 CTM ドメインマネジャの［ネットワーク設
定］画面の「ドメインマネジャ生存判定間隔係
数」
ctmdmstart コマンドの引数
「-CTMAliveCheckCount」

CTM デーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタを次に示します。
表 C-20 CTM デーモンの稼働状態の監視間隔をチューニングするパラメタ（推奨手順以
外の方法）
設定項目
CTM デーモン間転送時
のタイムアウト

設定方法
運用管理ポータル

コマンド実行

設定個所
論理 CTM の［CTM 間通信の設
定］画面の「リクエスト転送時
のタイムアウト時間」
ctmstart コマンドの引数
「-CTMDCSendTimeOut」

（2） 負荷状況監視間隔を設定するチューニングパラメタ
負荷状況監視間隔のチューニングパラメタを次に示します。

376

付録 C

推奨手順以外の方法でパフォーマンスチューニングをする場合のチューニングパラメタ

表 C-21 負荷情報監視間隔のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方法）
設定項目
CTM デーモン間転送時
のタイムアウト

設定方法

設定個所
論理 CTM の［スケジューリン
グの設定］画面の「負荷情報監
視間隔」

運用管理ポータル

ctmstart コマンドの引数
「-CTMLoadCheckInterval」

コマンド実行

（3） CTM デーモンのタイムアウト閉塞を設定するチューニングパラメ
タ
タイムアウト閉塞は，タイムアウト発生回数と監視間隔を設定しておくことによって，
実行されます。
CTM デーモンのタイムアウト閉塞のチューニングパラメタを次に示します。
表 C-22 CTM デーモンのタイムアウト閉塞のチューニングパラメタ（推奨手順以外の方
法）
設定項目
タイムアウト発生回数

監視時間間隔

設定方法

設定個所

運用管理ポータル

論理 CTM の［スケジューリングの設定］画面の
「タイムアウト閉塞」の「自動閉塞するタイムアウ
ト発生回数」

コマンド実行

ctmstart コマンドの引数「-CTMWatchRequest」
（一つ目のオプション引数）

運用管理ポータル

論理 CTM の［スケジューリングの設定］画面の
「タイムアウト閉塞」の「監視時間間隔」

コマンド実行

ctmstart コマンドの引数「-CTMWatchRequest」
（二つ目のオプション引数）

（4） CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニング
パラメタ
CTM で振り分けるリクエストの優先順位の設定は，EJB クライアントアプリケーション
の場合と，J2EE サーバの場合で異なります。また，J2EE サーバの場合，システムの構
築方法によって設定個所が異なります。CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定
するチューニングパラメタを次に示します。
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表 C-23 CTM で振り分けるリクエストの優先順位を設定するチューニングパラメタ（推
奨手順以外の方法）
設定単位

設定方法

J2EE サーバ

設定個所

運用管理ポータル

論理 J2EE サーバの［EJB コン
テナの設定］画面の「CTM の
設定」の「リクエストの優先順
位」

ファイル編集

usrconf.properties の
ejbserver.client.ctm.RequestPri
ority キー

EJB クライアントアプリケーション単位のチューニングパラメタについては，推奨手順
の場合と違いがありません。

付録 C.7 Persistent Connection についてのチューニングパ
ラメタ（推奨手順以外の方法）
Persistent Connection についてのチューニングパラメタについて説明します。
この項目は，Web フロントシステムの場合で，インプロセス HTTP サーバを使用すると
きにチューニングを検討してください。
表 C-24 Persistent Connection について設定するチューニングパラメタ（推奨手順以外
の方法）
設定項目

設定方法

設定個所

Persistent
Connectio
n 数の上限
値

運用管理ポータ
ル

リクエスト
処理回数の
上限値

運用管理ポータ
ル

タイムアウ
ト

運用管理ポータ
ル

［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistent コネクショ
ン」の「タイムアウト」

usrconf.properti
es

webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout
キー
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usrconf.properti
es

usrconf.properti
es

［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistent コネクショ
ン」の「上限値」
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_con
nections キー
［通信・スレッド制御に関する設定］画面の「Persistent コネクショ
ン」の「リクエスト処理回数の上限値」
webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_req
uests キー
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付録 C.8 バッチサーバのフルガーベージコレクションを発
生させるしきい値を設定するためのチューニングパラメ
タ（推奨手順以外の方法）
バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定するために使用
するチューニングパラメタについて説明します。
この項目は，バッチサーバで，フルガーベージコレクションの実行を制御するときに
チューニングを検討してください。
表 C-25 バッチサーバのフルガーベージコレクションを実行するしきい値を設定する
チューニングパラメタ
設定項目
しきい値

設定方法
運用管理ポータ
ル
usrconf.properti
es

設定個所
［コンテナの設定］画面の「拡張パラメタ」
ejbserver.batch.gc.watch.threshold キー
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付録 D （3020-3-M04-61）の変更内容
3020-3-M04-61 の変更内容を表 D-1 に示します。
表 D-1 （3020-3-M04-61）の変更内容
#
1

380

変更個所
3.18

追加・変更内容
表 3-5 Cosminexus が使用する TCP/UDP のポート番号の指定個所
［訂正前］

付録 D （3020-3-M04-61）の変更内容

#

変更個所

追加・変更内容
［訂正後］

2

3.18

表 3-6 TCP/UDP のポート番号を運用管理ポータルまたはファイル編集によって
設定する場合の設定個所
［訂正前］
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#

変更個所

追加・変更内容
［訂正後］
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用語解説

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。
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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。

393

付録 E

用語解説

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

398

付録 E

用語解説

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。
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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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システム構成に共通する留意点 32
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実行系 401
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待機系 403
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実パラメタ 401
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自動系切り替え 401
シナリオ 401

抽象パラメタ 403
チューニング手順 220,309

ジョブ 401
ジョブネット 401

チューニングの方法 224,311

シングルサインオン 402
シングルサインオン情報リポジトリ 402

つ

シングルサインオンライブラリ 402
侵入検知システム 198

す
スケールアウト 402
スケールイン 402

通常モード 404

て
データソース 404
データベースアクセス方法の最適化
219,308
テストモード 404

スケジュールキュー 402
スケジュールポリシー 402
スタック領域 331

デプロイ 404
展開ディレクトリ形式 404

ステートメントプーリング 253
スマートエージェント 402
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静的コンテンツ 289,402

統合コンソール 404
統合スコープ 404
統合ネーミングスケジューラサーバ 81,404
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統合ネーミングスケジューラサーバモデル
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フロント EJB 407

統合ユーザ管理 404
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統合ユーザ管理 GUI 404
統合ユーザ管理のコンフィグレーションファ
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動作モード 405
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ション 70
トランザクションサービス 405
トランザクションマネジャ 405
トレース取得ポイント 405

ね
ネーミング切り替え 405
ネーミングサービス 405
ネーミングサービスの配置 31
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バインド先アドレス設定機能 405
バックシステム 21
バッチアプリケーション 14,406
バッチサーバ 406
パフォーマンスチューニング 217,307
パフォーマンストレーサ 406
ハンドラ 406

ひ

ベーシックモード 407
別名 407

ほ
保護区 407
ホスト単位管理モデル 93,407

み
未決着トランザクション 407

め
メソッドキャンセル 277
メソッドキャンセル機能 407
メソッドタイムアウト機能 407
メッセージインフロー 407
面数 408
メンバリソースアダプタ 408

ゆ
ユーザ指定名前空間機能 408
ユーザ情報 408
ユーザ情報リポジトリ 408
ユーザスレッド 408
ユーザ認証ライブラリ 408
ユーザプロパティファイル 394,408
ユーザマッピング 408
ユーザログ 408

ビジネスインタフェース 406
日立トレース共通ライブラリ 406
非保護区 406

ふ
ファイアウォール 198
負荷分散機 406
物理コネクション 406
物理ティア 406
フルガーベージコレクション 325
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ライトトランザクション 409
ライブラリ JAR 409
ラウンドロビン検索 409
ラウンドロビンポリシー 409
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リカバリ専用サーバ 117,409
リクエスト処理スレッド 409
リクエストのスケジューリング 409
リソースアダプタ 409
リソースマネジャ 409
リダイレクタ 409
リデプロイ機能 410
リバースプロキシサーバ 410
リモートインタフェース 410
リロード機能 410
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ルートアプリケーション情報 410
ルートコンテキスト 410
ルートリソースアダプタ 410

れ
レイヤ 5 スイッチ 73,75
レルム 410

ろ
ローカルインタフェース 410
ローカルトランザクション 410
ローカル呼び出し最適化機能 246
ロードバランサ 411
ロール 411
ロガー 411
ログインモジュール 411
論理コネクション 411
論理サーバ 17,411
論理ネーミングサービス 411
論理ユーザサーバ 141,411
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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。

