Cosminexus

システム構築ガイド

手引・操作書

3020-3-M06-60

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

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

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

■輸出時の注意
本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご
確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

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

Driven

Architecture は，

Object Management Group,Inc. の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ORACLE は，米国 Oracle Corporation の登録商標です。
Oracle は，米国 Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の登録商標です。
Oracle8i は，米国 Oracle Corporation の商標です。
Oracle9i は，米国 Oracle Corporation の商標です。
Oracle 10g は，米国 Oracle Corporation の商標です。
PA-RISC は，米国 Hewlett-Packard Company の商標です。
Red Hat は，米国およびその他の国で Red Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SecureWay は，米国における米国 International Business Machines Corp. の登録商標です。
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。
Sun Microsystems は，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標
です。
UNIX は，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標
です。
Windows は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。
Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vista は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
X/Open は，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipse は，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティである Eclipse Foundation, Inc. により構築され
た開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国 Sun
Microsystems,Inc. が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX
System Laboratories,Inc. が著作権を有している部分が含まれています。

■発行
2006 年 4 月 ( 第 1 版 ) 3020-3-M06
2007 年 12 月 ( 第 4 版 ) 3020-3-M06-60

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

変更内容
変更内容（3020-3-M06-60）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，バッチサー
バの構築に関する説明を追加した。

1.1，1.1.1，1.3，2.1.1，2.1.2，2.1.3，
2.2.1，2.2.3，2.3.1，2.4.2，2.6.1，
2.8，11 章，12 章，13 章，14 章，15
章，17.1，付録 A.3，付録 L

Solaris に関する説明を追加した。

2.3.1，2.3.2，2.4.4，2.4.5，2.6.1，
2.9.2，17.1，19.2，付録 A.3，付録
C.2，付録 F，付録 F.5，付録 J

システム構築ツールとしてセットアップウィザードをサポー
トした。これに伴い，ディレクトリ構成の説明を追加した。

2.6.1

J2EE サーバで設定できる主な項目（Web コンテナの機能を
使用するための設定）で，
「J2EE サーバ単位でのデフォルト
の文字エンコーディング設定」の項目に，次のパラメタを追
加した。
• webserver.static_content.encoding.extension

4.2

J2EE サーバで設定できる主な項目（Web コンテナの機能を
使用するための設定）に，前バージョンからの JSP の移行に
関する項目を追加した。

4.2

リソース枯渇監視の設定で，メモリサイズに設定する値の説
明を変更した。

4.12，6.3.4，12.3，14.1.2

セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に，開発環境
でグローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用す
るときの設定の説明を追加した。

6.2.3，6.2.5，9.7.2

Connector 1.5 仕様の Inbound のリソースアダプタを使用で
きるようにした。

9.6.1，9.6.3，9.9

ローカルインタフェースに別名を設定できるようにした。

9.6.3，9.8

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

9.7.1，9.7.2

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

9.7.2

08-11 以降のバージョンの JP1/NETM/Audit に対応した。

16.6.3

Cosminexus 07-60 への移行情報を追加した。

付録 A，付録 H.8

追加・変更内容

変更個所

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-M06-40）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
Cosminexus で構築するアプリケーションの実行環境の説明を，Management Server の Smart
Composer 機能を使用して構築する記述に変更した。
この変更に伴い，Management Server の運用管理ポータル，およびファイル編集とコマンド実行を使用
して構築する記述を削除した。
Windows Vista 使用時の注意事項を追加した。
インストール後の初期設定に関する次の記述を削除した。
• メモリ所要量の見積もり
• Cosminexus DABroker Library の設定
• データベースの設定
複数の構築済み実行環境の切り替えを使用するための手順を追加した。
セキュリティアナライザ，およびセキュリティフィルタに関する記述を削除した。

追加・変更内容
Management Server のセットアップ時に，Management Server を利用する管理ユーザアカウントを設
定できる機能を追加した。
EJB ホームオブジェクトへの再接続できる機能を使用するための設定を追加した。
J2EE サーバ単位に，J2EE アプリケーションのアノテーションを参照する処理を抑止できる機能を追加
した。
データベース監査証跡と連携する機能を追加した。
監査ログを出力する機能を追加した。
Web サーバのログを取得するための設定を追加した。
セッション管理で使用するグローバルセッションを，URL 書き換えで制御するための設定を追加した。
リダイレクタを使用して，POST データサイズでリクエストを振り分けるための設定を追加した。
Hitachi Web Server の再起動で出力されるエラーメッセージの出力条件を追加した。
リダイレクタのログ出力先ディレクトリのアクセス権に関する説明を追加した。
インプロセス HTTP サーバのエラーステータスコードに，Content-Length ヘッダに関する説明を追加
した。
J2EE アプリケーションに含めて使用するリソースアダプタの設定方法を追加した。
DB Connector を新規に設定する場合に，使用できる Connector 属性ファイルのテンプレートファイル
を追加した。
使用できる JDBC ドライバに，SQL Server 2005 JDBC Driver を追加した。
DB Connector での XDM/RD E2 接続で使用できる JDBC ドライバに，HiRDB Type4 JDBC Driver を
追加した。
Developer が提供するプラグインの変更に伴い，Studio Plug-in を MyEclipse の記述に変更した。
グローバルセッション情報の最大サイズの説明に，文字種ごとの URL エンコード後のサイズに関する説
明を追加した。
JP1/NETM/Audit と連携した，監査ログの収集と一元管理の機能を使用するための設定を追加した。
JP1/PAM，JP1/Cm2/NNM，および JP1/PFM/SSO と連携する機能を削除した。
JP1/IM との連携時の障害監視の設定から，Cosminexus モニタ起動コマンドのセットアップおよび設定
に関する記述を削除した。
Microsoft(R) Internet Information Services 5.0 の記述を削除した。
java，javaw コマンドに関する記述を削除した。
Cosminexus 07-50 への移行情報を追加した。
Cosminexus で提供するサンプルプログラムの記述を追加した。
AIX 5L V5.1 のサポート中止に伴い，この OS に適応していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector

追加・変更内容
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System，Microsoft(R) Windows(R) 2000
Datacenter Server Operating System，および Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating
System のサポート中止に伴い，これらの OS に適応していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System のサポート中止に伴い，この OS に適応
していた次の製品の記述を削除した。
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect
次の製品の適用 OS に，HP-UX（IPF）を追加した。
• uCosminexus Service Platform
次の製品の適用 OS に，HP-UX 11i V3（IPF）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Web Redirector
次の製品の適用 OS に，Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
，および Red Hat
Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）を追加した。
• uCosminexus Application Server Enterprise
• uCosminexus Application Server Standard
• uCosminexus Service Platform
• uCosminexus Web Redirector
次の製品の適用 OS に，Windows Vista を追加した。
• uCosminexus Client
• uCosminexus Developer Professional
• uCosminexus Developer Standard
• uCosminexus Operator
• uCosminexus Service Architect
第 3 版では第 2 版の内容の一部を，マニュアル「Cosminexus

簡易構築・運用ガイド」，およびマニュアル

「Cosminexus

運用管理操作ガイド」に移動し，目次の構成を変更しました。また，マニュアル

「Cosminexus

アプリケーション開発ガイド」から内容の一部を移動し，目次の構成を変更しました。第 2

版との対応は次のようになっています。
第2版
1.2 システムの構築方法の種類

第3版
1.2

構築する環境の概要

第2版
1.2.1 運用管理ポータルでのシステム構築
（Application Server）

第3版
1.3 アプリケーションの実行環境の構築
（Application Server）

1.2.2 ファイル編集とコマンド実行でのシステム
構築（Application Server）
1.2.3 EJB クライアント環境の構築
（uCosminexus Client）
1.2.4 Web リダイレクタ環境の構築（Web
Redirector）
1.2.5 実行環境に対する GUI 操作環境の構築
（uCosminexus Operator）
2.5

メモリ所要量の見積もり

1.4 EJB クライアント環境の構築
（uCosminexus Client）
1.5 Web リダイレクタ環境の構築（Web
Redirector）
1.6 実行環境に対する GUI 操作環境の構築
（uCosminexus Operator）
マニュアル「Cosminexus
ド」へ移動

簡易構築・運用ガイ

2.6 Cosminexus DABroker Library の設定
（Windows の場合）

マニュアル「Cosminexus
ド」へ移動

簡易構築・運用ガイ

2.7 Cosminexus DABroker Library の設定
（UNIX の場合）

マニュアル「Cosminexus
ド」へ移動

簡易構築・運用ガイ

簡易構築・運用ガイ

2.8

データベースの設定

マニュアル「Cosminexus
ド」へ移動

2.9

Server Plug-in の設定

2.5

Server Plug-in の設定

2.10

インストール後のディレクトリ構成

2.6 インストール後のディレクトリ構成

2.11

J2EE サーバの作業ディレクトリ

2.7

第2編

運用管理ポータルでのシステム構築

3. 運用管理ポータルでのシステム構築方法
3.1
3.1.1

J2EE サーバの作業ディレクトリ

第2編

アプリケーションの実行環境の構築

3. システム構築の概要

システム構築の概要
システム構築の流れ

3.1 システム構築の流れ

3.1.2 Management Server を利用するシステムの
起動と停止の設定

3.2 システムの起動と停止の設定

3.1.3

3.3 システム構築で使用するファイル

3.2

システム構築で使用するファイル
Management Server の設定

3.4

Management Server の設定

3.2.1

Management Server のセットアップ

3.4.1

Management Server のセットアップ

3.2.2

Management Server の環境設定

3.4.2

Management Server の環境設定

3.2.3 Management Server のユーザやネットワー
クの設定

3.4.3

Management Server の動作環境の設定

3.3

削除

論理サーバの設定

3.3.1
バ

Management Server で管理できる論理サー

削除

3.3.2

運用管理ドメインの構成定義

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」
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3.3.3

論理サーバの環境設定

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」

3.3.4

論理サーバの起動と停止の設定

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」

3.3.5 論理サーバの起動と停止で使用する環境変
数の設定

マニュアル「Cosminexus
ド」へ移動

簡易構築・運用ガイ

3.3.6

論理サーバの動作確認の設定

3.4.4 運用管理エージェントによる論理サーバの
監視に関する設定

3.3.7

論理ユーザサーバの設定

マニュアル「Cosminexus
へ移動

3.4

J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ

3.4.1
方法

4.

運用管理操作ガイド」

J2EE サーバの動作設定

J2EE サーバの動作設定のカスタマイズの

4.1

J2EE サーバの動作設定の方法

3.4.2 J2EE サーバのカスタマイズで設定できる
主な項目

4.2

J2EE サーバで設定できる主な項目

3.5 トラブルシューティングの資料取得の設定

5.

3.5.1

資料取得の設定の概要

5.1

資料取得の設定の概要

3.5.2

snapshot ログ収集の設定

5.2

snapshot ログ収集の設定

3.5.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定

5.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定

3.5.4

Cosminexus Manager のログ取得の設定

5.11

Cosminexus Manager のログ取得の設定

3.5.5

コンソールログの取得の設定

5.12

コンソールログの取得の設定

3.5.6

リソースアダプタのログ取得の設定

5.13

リソースアダプタのログ取得の設定

3.5.7

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定

5.14

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定

トラブルシューティングの資料取得の設定

3.5.8 Cosminexus DABroker Library のログ取得
の設定

5.15 Cosminexus DABroker Library のログ取
得の設定

3.5.9

OS の統計情報取得の設定

5.16

OS の統計情報取得の設定

3.5.10

ユーザダンプ取得の設定

5.17

ユーザダンプ取得の設定

3.5.11

core ダンプ取得の設定

5.18

core ダンプ取得の設定

3.5.12

JavaVM の資料取得の設定

5.19

JavaVM の資料取得の設定

3.6 システムの起動と停止

削除

3.7 セキュリティアナライザ機能によるシステム
のセキュリティ設定のチェック

削除

4. 統合ユーザ管理機能の設定（運用管理ポータル
でのシステム構築）

10.

4.1 統合ユーザ管理機能の設定手順

10.1

統合ユーザ管理機能の設定手順

4.2 レルム名の決定

10.2

レルム名の決定

4.3

10.3

LDAP ディレクトリサーバの設定

LDAP ディレクトリサーバの設定

統合ユーザ管理機能の設定
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4.4
4.4.1

ユーザ情報の登録
コマンドによる登録

第3版
10.4 ユーザ情報の登録
10.4.1

コマンドによる登録

4.4.2 統合ユーザ管理フレームワークのライブラ
リによる登録

10.4.2 統合ユーザ管理フレームワークのライブ
ラリによる登録

4.4.3 Management Server の運用管理ポータルに
よる登録

マニュアル「Cosminexus
へ移動

4.4.4

登録するユーザ情報の文法

10.4.3

登録するユーザ情報の文法

4.4.5

Active Directory を使用する場合の設定

10.4.4

Active Directory を使用する場合の設定

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」

運用管理操作ガイド」

4.5 暗号鍵ファイルの作成（シングルサインオン
を使用する場合）

10.5 暗号鍵ファイルの作成（シングルサインオ
ンを使用する場合）

4.6 ユーザ情報の登録（シングルサインオンを使
用する場合）

10.6 ユーザ情報の登録（シングルサインオンを
使用する場合）

4.6.1

10.6.1

コマンドによる登録

コマンドによる登録

4.6.2 統合ユーザ管理フレームワークのライブラ
リによる登録

10.6.2 統合ユーザ管理フレームワークのライブ
ラリによる登録

4.6.3 Management Server の運用管理ポータルに
よる登録

マニュアル「Cosminexus
へ移動

4.6.4

10.6.3

登録するユーザ情報の文法

運用管理操作ガイド」

登録するユーザ情報の文法

4.7

コンフィグレーションファイルの作成

10.7 コンフィグレーションファイルの作成

4.8

JavaVM のプロパティの設定

10.8

4.9

ファイルのデプロイ

10.9 ファイルのデプロイ

JavaVM のプロパティの設定

5. システムの可用性を高める設定（運用管理ポー
タルでのシステム構築）

6. システムの可用性を高める設定

5.1

6.1 システムの可用性を高める設定の概要

システムの可用性を高める設定の概要

12.1 クラスタソフトウェアと連携する設定の概
要
5.2 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ
の設定

6.2 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ
の設定

5.3 Management イベントによる処理の自動実行
の設定

6.3 Management イベントによる処理の自動実
行の設定

5.4 アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系
切り替えシステムの設定（Windows の場合）

12.2 アプリケーションサーバを対象にした 1:1
系切り替えシステムの設定（Windows の場合）

5.4.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.2.2

5.5 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替え
システムの設定（Windows の場合）

12.3 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替
えシステムの設定（Windows の場合）

クラスタサーバの環境設定
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5.5.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.3.2

5.6 相互系切り替えシステムの設定（Windows の
場合）

12.4 相互系切り替えシステムの設定（Windows
の場合）

5.6.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.4.2

5.7 N:1 リカバリシステムの設定（Windows の場
合）

12.5 N:1 リカバリシステムの設定（Windows の
場合）

5.7.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.5.2

5.8 アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系
切り替えシステムの設定（UNIX の場合）

12.6 アプリケーションサーバを対象にした 1:1
系切り替えシステムの設定（UNIX の場合）

5.8.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.6.2

5.9 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替え
システムの設定（UNIX の場合）

12.7 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替
えシステムの設定（UNIX の場合）

5.9.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.7.2

5.10 相互系切り替えシステムの設定（UNIX の
場合）

12.8 相互系切り替えシステムの設定（UNIX の
場合）

5.10.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.8.2

5.11 N:1 リカバリシステムの設定（UNIX の場
合）

12.9 N:1 リカバリシステムの設定（UNIX の場
合）

5.11.2 運用管理ポータルでのクラスタサーバの環
境設定

12.9.2

6. リソースと業務アプリケーションの設定（運用
管理ポータルでのシステム構築）

9.

6.1 リソースと業務アプリケーションの設定の概
要

9.1
要

リソースと業務アプリケーションの設定の概

6.2 リソースと業務アプリケーションの設定の前
に

9.2
に

リソースと業務アプリケーションの設定の前

6.3 リソースアダプタの設定

9.3

リソースアダプタの設定

6.4

9.4

JavaBeans リソースの設定

6.5 業務アプリケーションの設定

9.5

業務アプリケーションの設定

6.6 Web アプリケーションに組み込むサーブレッ
トフィルタの設定

9.6 Web アプリケーションに組み込むサーブ
レットフィルタの設定

6.6.1

サーブレットフィルタの組み込み

9.6.1

サーブレットフィルタの組み込み

6.6.2
定

セッションフェールオーバ用フィルタの設

9.6.2
定

セッションフェイルオーバ用フィルタの設

JavaBeans リソースの設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

クラスタサーバの環境設定

リソースと業務アプリケーションの設定
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6.6.3

HTTP レスポンス圧縮フィルタの設定

9.6.3

6.6.4

セキュリティフィルタの設定

削除

7.

JP1 との連携の設定

11.

HTTP レスポンス圧縮フィルタの設定

JP1 との連携の設定

7.1

JP1 との連携の設定の概要

11.1

JP1 との連携の設定の概要

7.2

監視ツリーの自動生成の設定

11.2

監視ツリーの自動生成の設定

7.3

障害監視の設定

11.3

障害監視の設定

7.3.4 Cosminexus モニタ起動コマンドのセット
アップ（Windows の場合）

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」

7.3.5 Cosminexus モニタ起動コマンドの実行環
境の設定（Windows の場合）

マニュアル「Cosminexus
へ移動

運用管理操作ガイド」

7.4

稼働性能監視の設定

11.4

稼働性能監視の設定

7.5

ジョブによるシステムの自動運転の設定

11.5

ジョブによるシステムの自動運転の設定

第3編
ム構築

ファイル編集とコマンド実行でのシステ

削除

8. ファイル編集とコマンド実行でのシステム構築
方法

削除

8.1

システム構築の概要

削除

8.2

セットアップ

削除

8.3

J2EE サーバの動作設定のカスタマイズ

4.

8.3.1
方法

J2EE サーバの動作設定

J2EE サーバの動作設定のカスタマイズの

4.1

J2EE サーバの動作設定の方法

8.3.2 J2EE サーバのカスタマイズで設定できる
主な項目

4.2

J2EE サーバで設定できる主な項目

8.3.3
定

JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設

4.3
定

JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設

8.3.4

同時実行スレッド数の制御の設定

4.4 同時実行スレッド数の制御の設定

8.3.5

静的コンテンツのキャッシュの設定

4.5 静的コンテンツのキャッシュの設定

8.3.6

ユーザスレッド生成のための権限の設定

4.6 ユーザスレッド生成のための権限の設定

8.3.7 展開ディレクトリ形式の業務アプリケー
ションの設定

4.8 展開ディレクトリ形式の業務アプリケーショ
ンの設定

8.3.8 業務アプリケーションの更新検知とリロー
ドの設定

4.9 業務アプリケーションの更新検知とリロード
の設定

8.3.9

4.10 コンテナ拡張ライブラリの設定

コンテナ拡張ライブラリの設定

8.3.10 CTM によるリクエストのスケジューリン
グの設定

4.11 CTM によるリクエストのスケジューリン
グの設定

8.3.11 リソース枯渇監視の設定

4.12 リソース枯渇監視の設定

第2版

第3版

8.3.12
設定

稼働情報ファイルの取得とイベント発行の

4.13 稼働情報ファイルの取得とイベント発行の
設定

8.3.13
定

業務アプリケーション実行時間の監視の設

4.14
定

業務アプリケーション実行時間の監視の設

8.4 トラブルシューティングの資料取得の設定

削除

8.4.1

資料取得の設定の概要

削除

8.4.2

snapshot ログ収集の設定

削除

8.4.3

J2EE サーバのログ取得の設定

5.6

J2EE サーバのログ取得の設定

8.4.4

SFO サーバのログ取得の設定

5.7

SFO サーバのログ取得の設定

8.4.5

リダイレクタのログ取得の設定

5.9

リダイレクタのログ取得の設定

13.7

リダイレクタのログ取得の設定
インプロセス HTTP サーバのログ取得の設

8.4.6
定

インプロセス HTTP サーバのログ取得の設

5.10
定

8.4.7

稼働情報ファイル取得の設定

削除

8.4.8

リソースアダプタのログ取得の設定

削除

8.4.9

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定

削除

8.4.10 Cosminexus DABroker Library のログ取
得の設定

削除

8.4.11

OS の統計情報取得の設定

削除

8.4.12

ユーザダンプ取得の設定

削除

8.4.13

core ダンプ取得の設定

削除

8.4.14

JavaVM の資料取得の設定

削除

8.5 業務アプリケーションのユーザログ出力の設
定

5.20 業務アプリケーションのユーザログ出力の
設定

8.6 システムの起動と停止

削除

9.

7. Web サーバとの連携の設定（アプリケーショ
ンの実行環境の場合）

Web サーバとの連携の設定

第 4 編 Web リダイレクタ環境の構築
13. Web サーバとの連携の設定（Web リダイレ
クタ環境の場合）
9.1

Web サーバとの連携の設定の概要

7.1
13.1

9.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り分
けの設定

Web サーバとの連携の設定の概要
Web サーバとの連携の設定の概要

7.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り分
けの設定
13.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り
分けの設定
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9.3

通信タイムアウトの設定
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7.3 通信タイムアウトの設定
13.3 通信タイムアウトの設定

9.4

エラーページのカスタマイズの設定

7.4 エラーページのカスタマイズの設定
13.4 エラーページのカスタマイズの設定

9.5 ドメイン名指定でトップページを表示するた
めの設定

7.5 ドメイン名指定でトップページを表示するた
めの設定
13.5 ドメイン名指定でトップページを表示する
ための設定

9.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知する
ための設定

7.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知す
るための設定
13.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知す
るための設定

9.7

9.8

Hitachi Web Server を使用するための設定

Microsoft IIS を使用するための設定

9.8.1
定）

Microsoft IIS の設定（Windows 2000 の設

7.7

Hitachi Web Server を使用するための設定

13.8

Hitachi Web Server を使用するための設定

13.9

Microsoft IIS を使用するための設定

削除

9.8.2 Microsoft IIS の設定（Windows Server
2003 の設定）

13.9.1

9.8.3

アップグレード時の Microsoft IIS の設定

削除

9.8.4

Microsoft IIS の SSL の設定方法

13.9.2

10.

インプロセス HTTP サーバの設定

Microsoft IIS の SSL の設定方法

8. インプロセス HTTP サーバの設定

11. 統合ユーザ管理機能の設定（ファイル編集と
コマンド実行でのシステム構築）

削除

12. システムの可用性を高める設定（ファイル編
集とコマンド実行でのシステム構築）

削除

12.1

システムの可用性を高める設定の概要

削除

12.2 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎ
の設定

削除

12.2.1 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継
ぎの設定手順

削除

12.2.2

6.2.2

SFO サーバのセットアップと設定

Microsoft IIS の設定

SFO サーバの設定

12.2.3 セッション情報の引き継ぎを行う J2EE
サーバの設定

6.2.3 セッション情報の引き継ぎを行う J2EE
サーバの設定

12.2.4

削除

HTTP セッション数の上限値の設定

12.2.5 セッション情報の引き継ぎを行う Web ア
プリケーションの設定変更

削除

12.2.6

削除

Web アプリケーションの設定情報の削除
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第3版

13. リソースと業務アプリケーションの設定
（ファイル編集とコマンド実行でのシステム構築）

削除

13.1 リソースと業務アプリケーションの設定の
概要

削除

13.2 リソースと業務アプリケーションの設定の
前に

削除

13.3 リソースアダプタの設定

9.3

13.4

削除

JavaBeans リソースの設定

13.5 業務アプリケーションの設定

9.5

13.6 Web アプリケーションに組み込むサーブ
レットフィルタの設定

削除

「Cosminexus
ら移動
付録 K

アプリケーション開発ガイド」か

用語解説

リソースアダプタの設定

業務アプリケーションの設定

付録 K
ラム

Cosminexus で提供するサンプルプログ

付録 L

用語解説

変更内容（3020-3-M06-20）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
Linux の場合に，C++ ライブラリのバージョンを指定する方法を追加した。
uCosminexus Application Server Standard，uCosminexus Application Server Enterprise，
uCosminexus Web Redirector の適用 OS に，HP-UX（PA-RISC）を追加した。
HiRDB Version 8 に対応した。これに伴い，HiRDB Type4 JDBC Driver に関する記述を追加した。
コンソール出力情報を，コンソールログに出力したり，Server Plug-in または HCSC-Manager に表示し
たりするための設定を追加した。
Server Plug-in の表示言語の変更方法を追加した。
接続先ホストから設定情報を読み込める論理サーバに，論理 SFO サーバを追加した。
リクエスト，レスポンスおよび JSP ファイルのデフォルトの文字エンコーディングを設定する方法を追
加した。
アプリケーションサーバの系切り替え時に，障害などの理由で停止しなかった論理サーバや運用管理
エージェントを停止するための設定を追加した。
JP1 Version 8 に対応した。これに伴い，JP1 製品に関する記述を変更した。
cjclstartap コマンドを使用して EJB クライアントアプリケーション以外の Java アプリケーションも開
始できる機能を追加した。
cjclstartap コマンドが使用するワークファイルについて説明を追加した。

追加・変更機能
uCosminexus Application Server Standard，uCosminexus Application Server Enterprise，
uCosminexus Web Redirector の適用 OS に，Linux（IPF）を追加した。
EJB クライアントアプリケーションのログの設定を usrconf.cfg で設定する方法を追加した。
Cosminexus 07-10 への移行情報を追加した。
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
バの構築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し
ます。なお，これらのプログラムプロダクトを使用して構築したシステムを，Cosminexus シス
テムといいます。
• P-1J43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-1J43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-1J43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-1M43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-1M43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-1M43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-1M43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-2443-7D74 uCosminexus Application Server Standard
• P-2443-7E74 uCosminexus Developer Standard
• P-2443-7F74 uCosminexus Developer Professional
• P-2443-7H74 uCosminexus Client
• P-2443-7K74 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-2443-7M74 uCosminexus Web Redirector
• P-2443-7S74 uCosminexus Service Platform
• P-2443-7T74 uCosminexus Service Architect
• P-2443-7U74 uCosminexus Operator
• P-9D43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9D43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9D43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-9D43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-9S43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9S43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9S43-7M71 uCosminexus Web Redirector
• P-9S43-7S71 uCosminexus Service Platform
• P-9V43-7D71 uCosminexus Application Server Standard
• P-9V43-7K71 uCosminexus Application Server Enterprise
• P-9V43-7M71 uCosminexus Web Redirector
このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち，次に示す構
成ソフトウェアについて説明しています。
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Component Container - Client
• Cosminexus Operator Plug-in
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• Cosminexus Component Container - Redirector
• Cosminexus Component Transaction Monitor
• Cosminexus DABroker Library
• Cosminexus Developer's Kit for Java
• Cosminexus Performance Tracer
• Cosminexus TPBroker
なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。OS
ごとの違いがある場合の表記方法については，「適用 OS の違いによる機能相違点の表記」を参
照してください。

■対象読者
このマニュアルは，Cosminexus のシステムを構築する方を対象としています。
次の内容を理解されていることを前提としています。
• OS（Windows または UNIX）のシステム構築および運用に関する知識
• J2EE に関する知識
• SQL およびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識
• CORBA に関する基本的な知識
JP1 連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• JP1 の統合管理，ジョブ管理，ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的
な知識
Microsoft Cluster Service 連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提と
します。
• Microsoft Cluster Service を使用したクラスタ構成に関する基本的な知識
HA モニタ連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。
• HA モニタを使用したクラスタ構成に関する基本的な知識
また，このマニュアルは，マニュアル「Cosminexus 機能解説」，マニュアル「Cosminexus
システム設計ガイド」，およびマニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」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，次に示す編と付録から構成されています。
第1編

システム構築の準備
Cosminexus のシステムを構築する前に検討および決定しておくこと，Cosminexus を利用して構
築できるシステムの概要，Cosminexus のアプリケーションサーバのインストールと初期設定につ
いて説明しています。

第2編

J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築
J2EE アプリケーションを実行するシステムを構築する場合の，Cosminexus の提供する機能を使
用するために設定する項目と設定方法について説明しています。また，システムの構築に必要な
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設定や，システムの構築で使用するユーザ定義ファイル，コマンドなどについても説明していま
す。

第3編

バッチアプリケーションを実行するシステムの構築
バッチアプリケーションを実行するシステムを構築する場合の，Cosminexus の提供する機能を使
用するために設定する項目と設定方法について説明しています。また，システムの構築に必要な
設定や，システムの構築で使用するユーザ定義ファイル，コマンドなどについても説明していま
す。

第4編

ほかのプログラムとの連携
Cosminexus の Management Server を利用している場合に，JP1 やクラスタソフトウェアと連携
したシステムを構築するときに設定する項目と設定方法について説明しています。

第5編

Web リダイレクタ環境の構築
Web Redirector を利用して Web リダイレクタ環境を構築する場合の，Web サーバと連携して
Web アプリケーションを実行するときに必要な設定と設定方法について説明しています。

第6編

EJB クライアント環境の構築
EJB クライアントアプリケーションを使用する場合の，EJB クライアントアプリケーションの設
定と実行方法について説明しています。

付録 A Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 からの移行
Cosminexus 07-60 よりも前のバージョンから Cosminexus 07-60 に移行する場合の移行作業と，
バージョン間の機能の差異について説明しています。

付録 B Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 との RMI-IIOP 通信の相互接続性
Cosminexus 07-60 と Cosminexus 07-60 よりも前のバージョンとの間での RMI-IIOP 通信による
リモートの EJB クライアント呼び出しの相互接続性について説明しています。

付録 C 推奨機能への移行
Cosminexus で推奨する機能への移行作業について説明しています。

付録 D サーバマネジャから Server Plug-in への移行
Cosminexus Version 6 で提供していたサーバマネジャから，Cosminexus Version 7 以降で提供す
る Server Plug-in への移行について説明しています。

付録 E DD の見直しの観点
J2EE アプリケーションをインポートするときや，Cosminexus の作業ディレクトリを移行すると
きの DD の見直しの観点について説明しています。

付録 F Oracle アクセスライブラリの再作成
Cosminexus DABroker Library が提供している Oracle アクセスライブラリを再作成する場合の
方法について説明しています。

付録 G ベーシックモードの利用（互換用機能）
互換用機能であるベーシックモードを使用する場合の設定方法について説明しています。
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付録 H サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）
互換用機能であるサーブレットエンジンモードを使用する場合のシステム構築方法，および設定
方法について説明しています。

付録 I

クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（Windows の場合）
クラスタソフトウェア（Microsoft Cluster Service）と連携するときの Cosminexus TPBroker の
設定について説明しています。

付録 J

クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（UNIX の場合）
クラスタソフトウェア（HA モニタ）と連携するときの Cosminexus TPBroker の設定について説
明しています。

付録 K Cosminexus で提供するサンプルプログラム
Cosminexus で提供しているサンプルプログラムについて説明しています。

付録 L

用語解説
このマニュアルで使用している用語について説明しています。

■関連マニュアル
Cosminexus のマニュアル体系について，次の図に示します。
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マニュアル体系図で示した関連マニュアルについて，それぞれの位置づけを次に示します。
Cosminexus 概説
Cosminexus の製品概要について説明しています。
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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 システム設計ガイド
システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指
針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。
Cosminexus 簡易構築・運用ガイド
セットアップウィザードおよび Smart Composer 機能を使用して，システムを構築・運用
する手順について説明しています。また，セットアップウィザードおよび Smart Composer
機能が提供するコマンドやファイルについても説明しています。
Cosminexus システム運用ガイド
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。
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Cosminexus アプリケーション開発ガイド
構築した Cosminexus のシステムで動作させる，アプリケーションの開発方法について説
明しています。
Cosminexus リファレンス

API 編

アプリケーションの開発で使用する API およびタグについて説明しています。
また，マニュアル体系図に示したマニュアル以外で，このマニュアルと関連するマニュアルを
次に示します。必要に応じてお読みください。
• Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド（3020-3-M45）
• Cosminexus サービスプラットフォーム
• Cosminexus サービスプラットフォーム

概説（3020-3-M71）
システム構築・運用ガイド（3020-3-M73）

• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

AIX(R) 編（3000-9-130）

• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

HP-UX 編（3000-9-131）

• 高信頼化システム監視機能

HA モニタ

Linux(R) 編（3000-9-132）

• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)
用）（3000-6-272）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)
用）（3000-6-352）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイド（UNIX(R) 用）
（3000-6-354）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム導入・設計ガイド（Windows(R)
用）（3020-6-272）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)
用）（3020-6-352）
• スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイド（Windows(R) 用）
（3020-6-354）
• JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・運用ガイド（3020-3-F01）
• JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-F09）
• JP1 Version 7i JP1/Extensible Service Probe（3020-3-F52）
• JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-F89）
• JP1 Version 7i JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-F92）
• JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド
（3020-3-K01）
• JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-K24）
• JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit（3020-3-L50）
• OpenTP1 Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用
の手引（3000-3-838）
• OpenTP1 Version 6 OpenTP1 クライアント使用の手引

TP1/Client/J 編（3000-3-950）

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

TP1/Client/J 編（3000-3-D59）

• VOS3 Database Connection Server（6190-6-648）
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なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象 OS およびバージョン番号を省略し
て表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次の表に示します。
正式名称

このマニュアルでの表記

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

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設
計ガイド（UNIX(R) 用）

HiRDB システム導入・設計ガ
イド

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設
計ガイド（Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム導入・設
計ガイド（UNIX(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム導入・設
計ガイド（Windows(R) 用）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイ
ド（UNIX(R) 用）

HiRDB システム運用ガイド

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイ
ド（Windows(R) 用）

JP1 Version 7i JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド

JP1/Automatic Job
Management System 2 操作ガ
イド

JP1 Version 8 JP1/NETM/Audit

JP1/NETM/Audit

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド

OpenTP1 Version 7 OpenTP1 クライアント使用の手引
Client/J 編

TP1/

OpenTP1 Version 6 OpenTP1 クライアント使用の手引
Client/J 編

TP1/

OpenTP1 クライアント使用
の手引 TP1/Client/J 編

■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
Cosminexus のシステム
の構築の概要について
知りたい。

J2EE アプリケーション
を実行するシステムの
構築について知りたい。
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構築する前に検討および決定しておくこと，Cosminexus
を利用して構築できるシステムの概要について知りたい。

第1編1章

Cosminexus のアプリケーションサーバのインストールと
初期設定について知りたい。

第1編2章

J2EE アプリケーションを実行するシステムを構築する手
順の概要や，構築で使用するファイル，Management
Server の設定方法について知りたい。

第2編3章

はじめに

マニュアルを読む目的

記述個所

Cosminexus の機能を有効にするための設定方法について
知りたい。

第2編4章

トラブルシューティングの資料を取得するための設定方法
について知りたい。

第2編5章

システムの可用性を高める機能の設定について知りたい。

第2編6章

Web サーバとの連携の設定について知りたい。

第2編7章

インプロセス HTTP サーバの設定について知りたい。

第2編8章

リソースと J2EE アプリケーションの設定について知りた
い。

第2編9章

統合ユーザ管理機能の設定について知りたい。

第 2 編 10 章

バッチアプリケーションを実行するシステムを構築する手
順の概要や，構築で使用するファイル，Management
Server の設定方法について知りたい。

第 3 編 11 章

Cosminexus の機能を有効にするための設定方法について
知りたい。

第 3 編 12 章

トラブルシューティングの資料を取得するための設定方法
について知りたい。

第 3 編 13 章

システムの可用性を高める機能の設定について知りたい。

第 3 編 14 章

リソースの設定について知りたい。

第 3 編 15 章

Management Server を利用して JP1 と連携する場合の設
定方法について知りたい。

第 4 編 16 章

Management Server を利用してクラスタソフトウェアと
連携する場合の設定方法について知りたい。

第 4 編 17 章

Web リダイレクタ環境
の構築について知りた
い。

Web サーバとの連携の設定について知りたい。

第 5 編 18 章

EJB クライアントアプ
リケーションの実行に
ついて知りたい。

EJB クライアントアプリケーションを使用する場合の設定
方法と，EJB クライアントアプリケーションの実行方法に
ついて知りたい。

第 6 編 19 章

移行情報について知り
たい。

Cosminexus 07-60 よりも前のバージョンから
Cosminexus 07-60 に移行する場合の移行作業と，バー
ジョン間の機能の差異について知りたい。

付録 A

Cosminexus 07-60 と Cosminexus 07-60 よりも前のバー
ジョンとの間での RMI-IIOP 通信によるリモートの EJB
クライアント呼び出しの相互接続性について知りたい。

付録 B

Cosminexus で推奨する機能への移行作業について知りた
い。

付録 C

Cosminexus Version 6 で提供していたサーバマネジャから
Cosminexus Version 7 以降で提供する Server Plug-in へ
の移行について知りたい。

付録 D

バッチアプリケーショ
ンを実行するシステム
の構築について知りた
い。

そのほかのプログラム
と連携するシステムの
構築について知りたい。
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マニュアルを読む目的

記述個所

DD の見直しの観点につ
いて知りたい。

J2EE アプリケーションをインポートするときや，
Cosminexus の作業ディレクトリを移行するときの DD の
見直しの観点について知りたい。

付録 E

Oracle アクセスライブ
ラリの再作成方法につ
いて知りたい。

Cosminexus DABroker Library の提供する Oracle アクセ
スライブラリの再作成方法について知りたい。

付録 F

互換用機能について知
りたい。

ベーシックモードの場合の設定，およびデータソースの設
定について知りたい。

付録 G

サーブレットエンジンモードの場合のシステムの構築，お
よび設定について知りたい。

付録 H

Microsoft Cluster Service と連携するときの Cosminexus
TPBroker の設定について知りたい。

付録 I

HA モニタと連携するときの Cosminexus TPBroker の設
定について知りたい。

付録 J

サンプルプログラムに
ついて知りたい。

Cosminexus が提供しているサンプルプログラムについて
知りたい。

付録 K

用語について知りたい。

こ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 L

クラスタソフトウェア
と連携するときの
Cosminexus TPBroker
の設定について知りた
い。

■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
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
このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。
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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

HiRDB/Parallel Server Version 8
HiRDB/Single Server

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

HiRDB クライアント

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

Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Explorer(R)

IPF

Itanium(R) Processor Family

JP1/AJS2

JP1/AJS2 - SO

JP1/Cm2

JP1/Cm2/NC

JP1/ESP

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

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/Extensible Service Probe
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表記
JP1/IM

製品名

JP1/IM - Central Console

JP1/Integrated Manager - Central Console

JP1/IM - CM

JP1/Integrated Manager - Central
Information Master

JP1/IM - Central Scope

JP1/Integrated Management - Central
Information Master
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

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
Oracle 10g

Oracle10g

Oracle 10g R2
SQL Server

SQL Server 2000

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2000

SQL Server 2005

Microsoft(R) SQL Server(TM) 2005

SQL Server 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

Sun Java System Directory Server

Sun Java(TM) System Directory Server 5.1
Sun Java(TM) System Directory Server
Enterprise Edition

UNIX

AIX

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

HP-UX または HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）

Linux

Linux（IPF）

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

製品名
Linux（x86 ／
AMD64 & Intel
EM64T）

Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86）

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

Solaris 9
Solaris 10

Web Redirector
Windows
Server 2003

uCosminexus Web Redirector
Windows Server 2003 Enterprise
Edition

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

Windows Server 2003 Standard
Edition

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

Windows Server 2003 R2
Enterprise Edition

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

Windows Server 2003 R2
Standard Edition

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

Windows
Server 2003
（x64）

Windows Server 2003 Enterprise
x64 Edition

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

Windows Server 2003 Standard
x64 Edition

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

Windows
Server 2003 R2
（x64）

Windows Server 2003 R2
Enterprise x64 Edition

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

Windows Server 2003 R2
Standard x64 Edition

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

Windows
Server 2003 R2
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表記
Windows Vista

製品名

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。
また，Linux に関しては，バージョンごとに次のように表記することがあります。
OS 名

表記
Red Hat Enterprise Linux 3

Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF）
Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86）

Red Hat Enterprise Linux 4

Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86）

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

MyEclipse

MyEclipse for Cosminexus

PRF

Cosminexus Performance Tracer

Server Plug-in

Cosminexus Server Plug-in

Smart Composer

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

表記
DI

Dependency Injection

EAR

Enterprise ARchive

EJB または Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeansTM

J2EE または Java 2 Platform,
Enterprise Edition

JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition

J2SE

JavaTM 2 Platform, Standard Edition

JAAS

JavaTM Authentication and Authorization Service

JAR

JavaTM Archive

Java

JavaTM

Java 2 Runtime Environment,
Standard Edition

JavaTM 2 Runtime Environment, Standard Edition

Java 2 SDK, Standard Edition

JavaTM 2 Software Development Kit, Standard Edition

JavaBeans

JavaBeansTM

JavaMail

JavaMailTM

JAXP

JavaTM API for XML Processing

JCA

J2EETM Connector Architecture

JCE

JavaTM Cryptography Extension

JDBC

JDBCTM
JavaTM Database Connectivity

JDK

JavaTM Development Kit

JMS

JavaTM Message Service

JNDI

Java Naming and Directory InterfaceTM

JNI

JavaTM Native Interface

JSP

JavaServer PagesTM

JTA

JavaTM Transaction API

JTS

JavaTM Transaction Service

Servlet またはサーブレット

JavaTM Servlet

WAR

Web ARchive

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

CPU

Central Processing Unit

CSR

Certificate Signing Request

CSV

Comma Separated Value

CUI

Character User Interface

DB

Database

DBMS

Database Management System

DD

Deployment Descriptor

DIT

Directory Information Tree

DMZ

Demilitarized Zone

DN

Distinguished Name

DNS

Domain Name System

DTD

Document Type Definition

EIS

Enterprise Information System

EUC

Extended UNIX Code
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英略語

英字での表記

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

ISAPI

Internet Server Application Programming Interface

ISO

International Organization for Standardization

JIS

Japanese Industrial Standards

LAN

Local Area Network

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LDIF

LDAP Data Interchange Format

MIB

Management Information Base

OCI

Oracle Call Interface

OID

Object Identifier

OMG

Object Management Group

ORB

Object Request Broker

OS

Operating System

OTM

Object Transaction Monitor

OTS

Object Transaction Service

PEM

Privacy Enhanced Mail

RAC

Real Application Clusters

RDB

Relational Database

RMI

Remote Method Invocation

RPC

Remote Procedure Call

SAM

Security Account Manager

SFO

Session Fail Over

SHA

Secure Hash Algorithm

SNMP

Simple Network Management Protocol

SOA

Service Oriented Architecture

SOAP

Simple Object Access Protocol

SPP

Service Providing Program
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英略語

英字での表記

SSL

Secure Sockets Layer

TAR

Tape Archival and Retrieval format

TCS

Transaction Context Server

UCS

Universal multi-octet coded Character Set

UML

Unified Modeling Language

UNC

Universal Naming Convention

URI

Uniform Resource Identifier

URL

Uniform Resource Locator

UTC

Universal Time Coordinated

UTF

UCS Transformation Format

VM

Virtual Machine

XML

Extensible Markup Language

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

■このマニュアルで使用している記号
！

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

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

］

［

］−［

＜
「

意味
画面の名称および画面に表示されている項目を表します。

＞

］

−の前に示したメニューから，−の後ろのメニューを選択することを表しま
す。
＜＞内の名称がユーザの環境によって異なることを表します。

」

入力値，可変値，またはメッセージなどを表します。

■このマニュアルの計算式で使用している記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用して計算式を説明しています。
記号

意味

↓計算式↓

計算式の答えの小数点以下を切り捨てることを示します。

↑計算式↑

計算式の答えの小数点以下を切り上げることを示します。

■常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語について
は，常用漢字以外の漢字を使用しています。
宛先（あてさき） 鍵（かぎ） 個所（かしょ） 全て（すべて） 溜める（ためる） 伝播（でん
ぱ） 汎用（はんよう） 必須（ひっす） 閉塞（へいそく）

■ 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。

XIX

目次
第1編

1

2

システム構築の準備

Cosminexus でのシステム構築の概要

1

1.1

構築する環境の概要

2

1.1.1

アプリケーション実行環境の構築（Application Server）

3

1.1.2

EJB クライアント環境の構築（uCosminexus Client）

5

1.1.3

Web リダイレクタ環境の構築（Web Redirector）

6

1.1.4

実行環境に対する GUI 操作環境の構築（uCosminexus Operator）

7

1.2

J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築の流れ

8

1.3

バッチアプリケーションを実行するシステムの構築の流れ

14

1.4

Windows Vista 使用時の注意事項

19

1.4.1

管理者特権で実行する必要がある操作

19

1.4.2

JIS X0213:2004 に含まれる Unicode の補助文字を使用する場合の注意事項

21

インストールと初期設定

23

2.1

インストールと初期設定の概要

24

2.1.1

インストールと初期設定の流れ

24

2.1.2

製品の導入手順

26

2.1.3

Component Container 管理者の設定

29

2.2

2.3

2.4

インストールとアンインストール

33

2.2.1

インストール方法

33

2.2.2

アンインストール方法

40

2.2.3

C++ ライブラリのバージョン指定（Linux の場合）

41

2.2.4

Cosminexus でサポートしているシンボリックリンク

42

環境変数の設定

43

2.3.1

環境変数の設定の要否

43

2.3.2

環境変数の詳細

46

2.3.3

AIX 固有の環境変数

48

リソースの見積もりと設定

50

2.4.1

J2EE サーバが使用するリソースの見積もり

50

2.4.2

バッチサーバが使用するリソースの見積もり

50

2.4.3

運用管理エージェントが使用するリソースの見積もり

50

2.4.4

パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もり

52

i

目次

2.4.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

第2編

3

Server Plug-in の設定

63

2.5.1

Java 実行環境の指定

64

2.5.2

Server Plug-in の組み込み手順

64

2.5.3

Server Plug-in を使用するための Management Server の設定

65

インストール後のディレクトリ構成

67

2.6.1

Application Server のディレクトリ構成

67

2.6.2

uCosminexus Client のディレクトリ構成

75

2.6.3

Web Redirector のディレクトリ構成

76

2.6.4

uCosminexus Operator のディレクトリ構成

77

J2EE サーバの作業ディレクトリ

79

2.7.1

J2EE サーバの作業ディレクトリの構成

79

2.7.2

作業ディレクトリのパス長の見積もり式

85

バッチサーバの作業ディレクトリ

87

2.8.1

バッチサーバの作業ディレクトリの構成

87

2.8.2

作業ディレクトリのパス長の見積もり式

88

複数の構築済み実行環境を切り替えるための設定（UNIX の場合）

90

2.9.1

構築済み実行環境を切り替えるための準備

90

2.9.2

構築済み実行環境の切り替え手順

96

J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築

システム構築の概要（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

103

3.1

システム構築の流れ

104

3.2

システムの起動と停止の設定

109

3.3

システム構築で使用するファイル

111

3.4

Management Server の設定

114

3.4.1

Management Server のセットアップ

114

3.4.2

Management Server の環境設定

115

3.4.3

Management Server の動作環境の設定

116

3.4.4

運用管理エージェントによる論理サーバの監視に関する設定

117

3.5

ii

56

CTM が使用するリソースの見積もり

システムの構成定義

121

目次

4

5

J2EE サーバの動作設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

125

4.1

J2EE サーバの動作設定の方法

127

4.2

J2EE サーバで設定できる主な項目

132

4.3

JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設定

147

4.4

同時実行スレッド数の制御の設定

149

4.5

静的コンテンツのキャッシュの設定

155

4.6

ユーザスレッド生成のための権限の設定

159

4.7

アノテーションの参照を抑止する設定

160

4.8

展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの設定

161

4.9

J2EE アプリケーションの更新検知とリロードの設定

162

4.10

コンテナ拡張ライブラリの設定

168

4.11

CTM によるリクエストのスケジューリングの設定

171

4.12

リソース枯渇監視の設定

173

4.13

稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定

178

4.14

J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定

181

4.15

データベース監査証跡との連携の設定

183

4.16

監査ログ出力の設定

185

トラブルシューティングの資料取得の設定（J2EE アプリケーションを実行
するシステム）
187
5.1

資料取得の設定の概要

189

5.2

snapshot ログ収集の設定

192

5.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定

197

5.4

Management Server のログ取得の設定

203

5.5

性能解析トレースファイル収集の設定

204

5.6

J2EE サーバのログ取得の設定

205

5.7

SFO サーバのログ取得の設定

211

5.8

Web サーバのログ取得の設定

213

5.9

リダイレクタのログ取得の設定

214

5.10

インプロセス HTTP サーバのログ取得の設定

218

5.11

Cosminexus Manager のログ取得の設定

220

5.12

コンソールログの取得の設定

221

5.13

リソースアダプタのログ取得の設定

223

5.14

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定

224

iii

目次

6

5.15

Cosminexus DABroker Library のログ取得の設定

226

5.16

OS の統計情報取得の設定

234

5.17

ユーザダンプ取得の設定

236

5.18

core ダンプ取得の設定

237

5.19

JavaVM の資料取得の設定

239

5.20

アプリケーションのユーザログ出力の設定

243
243

アプリケーションのユーザログ出力例

246

257
6.1

システムの可用性を高める設定の概要

258

6.2

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎの設定

259

6.2.1

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎの設定の概要

259

6.2.2

SFO サーバの設定

260

6.2.3

セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定

264

6.2.4

リクエストラインの最大サイズの設定

271

6.2.5

HTTP セッション数の上限値の設定

273

6.2.6

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定変更

274

6.2.7

Web アプリケーションの設定情報の削除

275

Management イベントによる処理の自動実行の設定

278

6.3.1

Management イベントによる処理の自動実行の設定手順

278

6.3.2

Management イベント発行の設定

279

6.3.3

Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルの設定

280

6.3.4

Management イベント発行機能を利用する各機能の設定

282

6.3.5

Management アクション実行用プロパティファイルの設定

287

6.3.6

Management アクション実行コマンドの設定

289

Web サーバとの連携の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）297
7.1

7.2

iv

アプリケーションのユーザログ出力の設定方法

5.20.2

システムの可用性を高める設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

6.3

7

5.20.1

Web サーバとの連携の設定の概要

298

7.1.1

Web サーバとの連携機能の概要

298

7.1.2

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファイル

299

リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定

302

7.2.1

リクエストの振り分け方法を設定するユーザ定義ファイル

302

7.2.2

URL パターンでのリクエスト振り分けの設定

303

目次

7.3

8

7.2.3

ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの設定

305

7.2.4

POST データサイズでのリクエストの振り分けの設定

310

通信タイムアウトの設定

315

7.3.1

リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定

315

7.3.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定

318

7.4

エラーページのカスタマイズの設定

321

7.5

ドメイン名指定でトップページを表示するための設定

325

7.6

Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定

326

7.7

Hitachi Web Server を使用するための設定

328

7.7.1

Hitachi Web Server の設定

328

7.7.2

アップグレード時の Hitachi Web Server の設定

330

7.7.3

Hitachi Web Server の SSL の設定

330

インプロセス HTTP サーバの設定（J2EE アプリケーションを実行する
システム）

335

8.1

インプロセス HTTP サーバの設定の概要

336

8.2

Web クライアントからの接続数とリクエスト処理スレッド数の制御の設定

338

8.2.1

Web クライアントからの接続数の制御の設定

338

8.2.2

リクエスト処理スレッド数の制御の設定

338

8.3

8.4

8.5

8.6

Web クライアントからのアクセス制御の設定

340

8.3.1

アクセスを許可するホストの制限の設定

340

8.3.2

リクエストデータのサイズ制限の設定

341

8.3.3

有効な HTTP メソッドの制限の設定

342

リクエストの流量制御の設定

344

8.4.1

Web クライアントからの同時接続数の制御の設定

344

8.4.2

同時実行スレッド数の制御の設定

347

Web クライアントとの通信制御の設定

349

8.5.1

Persistent Connection による通信制御の設定

349

8.5.2

インプロセス HTTP サーバの通信タイムアウトの設定

350

8.5.3

インプロセス HTTP サーバの IP アドレスの設定

352

Web クライアントへのレスポンスのカスタマイズ

353

8.6.1

HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズの設定

353

8.6.2

エラーページのカスタマイズの設定

354

8.7

リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定

358

8.8

Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定

362

8.9

インプロセス HTTP サーバのアクセスログのカスタマイズ

363

v

目次

9

リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行する
システム）
369
9.1

9.2

9.3

リソースと J2EE アプリケーションの設定の概要

370

9.1.1

リソースの設定の概要

370

9.1.2

J2EE アプリケーションの設定の概要

371

9.1.3

セキュリティアイデンティティの設定の概要

372

リソースと J2EE アプリケーションの設定の前に

373

9.2.1

リソースと J2EE アプリケーションの設定の注意事項

373

9.2.2

サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズ

374

リソースアダプタの設定
9.3.1

リソースアダプタの設定の流れ（J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用
する場合）
379

9.3.2

リソースアダプタの設定の流れ（J2EE アプリケーションに含めて使用する
場合）

386

リソースアダプタの種類

391

9.3.3

9.4

JavaBeans リソースの設定

394

9.5

J2EE アプリケーションの設定

397

9.5.1

J2EE アプリケーションの設定の流れ

397

9.5.2

テストモードでの J2EE アプリケーションの設定の流れ

401

9.6

9.7

9.8

9.9

vi

379

リソースと J2EE アプリケーションで設定できる主な項目

405

9.6.1

リソースアダプタのプロパティ定義で設定できること

405

9.6.2

JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できること

408

9.6.3

J2EE アプリケーションのプロパティ定義で設定できること

409

Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定

417

9.7.1

サーブレットフィルタの組み込み

417

9.7.2

セッションフェイルオーバ用フィルタの設定

420

9.7.3

HTTP レスポンス圧縮フィルタの設定

438

リソースまたは J2EE アプリケーションの別名の設定

448

9.8.1

リソースの別名の設定

448

9.8.2

J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise Bean の別名の設定

448

メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE
アプリケーションの設定

450

9.9.1

メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプリケーション
の設定の流れ
450

9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定内容

452

9.9.3

属性ファイルの指定例

457

目次

10

統合ユーザ管理機能の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）465

10.1

統合ユーザ管理機能の設定手順

466

10.2

レルム名の決定

470

10.3

LDAP ディレクトリサーバの設定

471

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

第3編

11

10.3.1

LDAP ディレクトリサーバの設置

471

10.3.2

ユーザの登録とアクセス権の設定

471

10.3.3

オブジェクトクラスとユーザ定義属性の拡張

472

ユーザ情報の登録

474

10.4.1

コマンドによる登録

474

10.4.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる登録

474

10.4.3

登録するユーザ情報の文法

475

10.4.4

Active Directory を使用する場合の設定

475

暗号鍵ファイルの作成（シングルサインオンを使用する場合）

478

10.5.1

暗号鍵ファイルの作成

478

10.5.2

暗号鍵ファイルの変更

478

ユーザ情報の登録（シングルサインオンを使用する場合）

479

10.6.1

コマンドによる登録

479

10.6.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる登録

479

10.6.3

登録するユーザ情報の文法

480

コンフィグレーションファイルの作成

481

10.7.1

jaas.conf の作成

481

10.7.2

ua.conf の作成

482

10.7.3

コンフィグレーションファイルの設定例

483

JavaVM のプロパティの設定

491

10.8.1

usrconf.properties の指定内容

491

10.8.2

server.policy の指定内容

492

ファイルのデプロイ

494

バッチアプリケーションを実行するシステムの構築

システム構築の概要（バッチアプリケーションを実行するシステム）

495

11.1

システム構築の流れ

496

11.2

システム構築で使用するファイル

499

vii

目次

11.3

システムの構成定義

502

12

バッチサーバの動作設定（バッチアプリケーションを実行するシステム） 505

12.1

バッチサーバの動作設定の方法

506

12.2

バッチサーバで設定できる主な項目

510

12.2.1

バッチサーバの動作設定として必ず設定する項目

510

12.2.2

バッチサーバの動作設定として必要に応じて設定する項目

510

12.3

リソース枯渇監視の設定

518

12.4

稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定

521

13

トラブルシューティングの資料取得の設定（バッチアプリケーションを実行
するシステム）
523
13.1

資料取得の設定の概要

524

13.2

snapshot ログ収集の設定

527

13.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定

530

13.4

バッチサーバのログ取得の設定

532

13.5

アプリケーションのユーザログ出力の設定

533

14

システムの可用性を高めるための設定（バッチアプリケーションを実行する
システム）
535
14.1

Management イベントによる処理の自動実行の設定
14.1.1

Management イベントによる処理の自動実行の設定手順

536

14.1.2

Management イベント発行機能を利用する各機能の設定

537

15

viii

536

リソースの設定（バッチアプリケーションを実行するシステム）

541

15.1

リソース設定の概要

542

15.2

リソースアダプタの設定

543

15.2.1

リソースアダプタの設定の流れ

543

15.2.2

リソースアダプタの種類

545

15.2.3

リソースアダプタのプロパティ定義で設定できること

546

目次

第4編

ほかのプログラムとの連携

16

JP1 との連携の設定

549

16.1

550

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

JP1 との連携の設定の概要
16.1.1

システムの集中監視および構成情報の定義・管理の設定（JP1/IM との連携）

550

16.1.2

システムの自動運転の設定（JP1/AJS2，JP1/AJS2 - SO との連携）

551

16.1.3

監査ログの収集／一元管理（JP1/NETM/Audit との連携）

552

監視ツリーの自動生成の設定

553

16.2.1

Cosminexus アダプタコマンドのセットアップ

553

16.2.2

Cosminexus アダプタコマンドの実行環境の設定

554

16.2.3

Management Server での環境設定

555

16.2.4

JP1/Base の構成定義の作成

555

16.2.5

監視ツリーの自動生成

556

障害監視の設定

558

16.3.1

Cosminexus の JP1 イベント発行の設定

558

16.3.2

JP1/Base のイベントサーバ名の設定

564

16.3.3

JP1/Base の構成定義の作成

564

稼働性能監視の設定

566

16.4.1

mngsvrutil コマンドの実行環境の設定

566

16.4.2

拡張 MIB オブジェクト定義ファイルの登録

568

16.4.3

J2EE サーバの運用監視の設定

569

16.4.4

稼働状況監視のサンプリング時間の設定

569

ジョブによるシステムの自動運転の設定

570

16.5.1

mngsvrutil コマンドの実行環境の設定

570

16.5.2

J2EE サーバの運用監視の設定

571

16.5.3

Cosminexus の JP1/AJS2 定義プログラムのインストール（Windows の場合） 572

16.5.4

Cosminexus のカスタムジョブの登録（Windows の場合）

572

16.5.5

ジョブの定義

573

16.5.6

スケジュールの定義

581

監査ログの収集／一元管理の設定

583

16.6.1

監査ログの収集および一元管理に必要なプログラムのインストール

583

16.6.2

運用管理サーバ・アプリケーションサーバの設定

583

16.6.3

監査ログ管理サーバの設定

584

ix

目次

17

クラスタソフトウェアと連携するための設定

587

17.1

589

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

クラスタソフトウェアと連携する設定の概要

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定（Windows
の場合）
592
17.2.1

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順

592

17.2.2

クラスタサーバの環境設定

595

17.2.3

設定ファイルの編集

597

17.2.4

汎用スクリプトファイルの作成

598

17.2.5

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの環境設定

602

17.2.6

アプリケーションサーバの設定

604

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定（Windows の
場合）

606

17.3.1

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順

606

17.3.2

クラスタサーバの環境設定

609

17.3.3

設定ファイルの編集

610

17.3.4

現用系から予備系への Management Server の設定情報のコピー

611

17.3.5

汎用スクリプトファイルの作成

613

17.3.6

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの環境設定

619

相互系切り替えシステムの設定（Windows の場合）
17.4.1

相互系切り替えシステムの設定手順

622

17.4.2

クラスタサーバの環境設定

626

17.4.3

設定ファイルの編集

627

17.4.4

汎用スクリプトファイルの作成

628

17.4.5

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの環境設定

631

17.4.6

アプリケーションサーバの設定

634

N:1 リカバリシステムの設定（Windows の場合）

637

17.5.1

N:1 リカバリシステムの設定手順

637

17.5.2

クラスタサーバの環境設定

642

17.5.3

設定ファイルの編集

642

17.5.4

実行系の汎用スクリプトファイルの作成

643

17.5.5

待機系の汎用スクリプトファイルの作成

648

17.5.6

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの環境設定

652

17.5.7

アプリケーションサーバの設定

654

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定（UNIX の
場合）
656
17.6.1

x

622

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順

656

目次

17.7

17.8

17.9

17.6.2

クラスタサーバの環境設定

659

17.6.3

設定ファイルの編集

661

17.6.4

HA モニタの環境設定

663

17.6.5

シェルスクリプトファイルの作成

663

17.6.6

サーバ対応の環境設定

666

17.6.7

LAN の状態設定

668

17.6.8

アプリケーションサーバの設定

668

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定（UNIX の場合） 670
17.7.1

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順

670

17.7.2

クラスタサーバの環境設定

673

17.7.3

設定ファイルの編集

674

17.7.4

現用系から予備系への Management Server の設定情報のコピー

675

17.7.5

HA モニタの環境設定

677

17.7.6

シェルスクリプトファイルの作成

677

17.7.7

サーバ対応の環境設定

680

17.7.8

LAN の状態設定

681

相互系切り替えシステムの設定（UNIX の場合）

683

17.8.1

相互系切り替えシステムの設定手順

683

17.8.2

クラスタサーバの環境設定

687

17.8.3

設定ファイルの編集

688

17.8.4

HA モニタの環境設定

689

17.8.5

シェルスクリプトファイルの作成

689

17.8.6

サーバ対応の環境設定

692

17.8.7

LAN の状態設定

694

17.8.8

アプリケーションサーバの設定

694

N:1 リカバリシステムの設定（UNIX の場合）

698

17.9.1

N:1 リカバリシステムの設定手順

698

17.9.2

クラスタサーバの環境設定

705

17.9.3

設定ファイルの編集

705

17.9.4

HA モニタの環境設定

706

17.9.5

シェルスクリプトファイルの作成

706

17.9.6

サーバ対応の環境設定

711

17.9.7

LAN の状態設定

714

17.9.8

アプリケーションサーバの設定

715

xi

目次

第5編

Web リダイレクタ環境の構築

18

Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環境の場合）

719

18.1

721

18.2

18.3

Web サーバとの連携の設定の概要
18.1.1

Web サーバとの連携機能の概要

721

18.1.2

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファイル

722

リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定
18.2.1

リクエストの振り分け方法を設定するユーザ定義ファイル

725

18.2.2

URL パターンでのリクエスト振り分けの設定

725

18.2.3

ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの設定

727

18.2.4

POST データサイズでのリクエストの振り分けの設定

731

通信タイムアウトの設定

734

18.3.1

リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定

734

18.3.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定

737

18.4

エラーページのカスタマイズの設定

740

18.5

ドメイン名指定でトップページを表示するための設定

744

18.6

Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定

745

18.7

リダイレクタのログ取得の設定

747

18.8

Hitachi Web Server を使用するための設定

752

18.9

第6編

18.8.1

Hitachi Web Server の設定

752

18.8.2

アップグレード時の Hitachi Web Server の設定

755

18.8.3

Hitachi Web Server の SSL の設定

755

Microsoft IIS を使用するための設定

759

18.9.1

Microsoft IIS の設定

759

18.9.2

Microsoft IIS の SSL の設定方法

766

EJB クライアント環境の構築

19

EJB クライアントアプリケーションの設定と実行

767

19.1

768

19.2

xii

725

EJB クライアントアプリケーション開始の流れ
19.1.1

cjclstartap コマンドの場合

768

19.1.2

vbj コマンドの場合

771

EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定

772

目次

19.3

EJB クライアントアプリケーションのクラスパスへの JAR ファイルの設定

774

19.4

EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定

778

19.5

EJB クライアントアプリケーションのログ出力の設定

780

19.6

19.5.1

EJB クライアントアプリケーションのログの種類

780

19.5.2

システムログの出力先や出力レベルの変更

782

19.5.3

複数プロセスでのログ出力先のサブディレクトリの共有

785

19.5.4

ログ出力先のサブディレクトリ数の管理

786

19.5.5

ログ出力先ディレクトリのアクセス権の設定

787

EJB クライアントアプリケーションのトランザクションの設定

付録

788

791

付録 A Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 からの移行

792

付録 A.1

Cosminexus の移行の概要

792

付録 A.2

Cosminexus の移行の手順

796

付録 A.3

旧バージョンからの仕様変更の確認

798

付録 A.4

J2EE サーバの作業ディレクトリのディスク容量の確認

825

付録 A.5

移行前の確認

826

付録 A.6

定義などのバックアップ

826

付録 A.7

J2EE サーバの移行コマンドの実行

827

付録 A.8

リソースアダプタの移行コマンドの実行

828

付録 A.9

Management Server の移行コマンドの実行

831

付録 A.10

手動による定義などの修正

831

付録 A.11

移行コマンドで作成されたバックアップの削除

845

付録 A.12

J2EE サーバの移行コマンドで自動的に追加される定義

847

付録 A.13

セッションフェイルオーバ機能を使用している場合のバージョンアップ

851

付録 B Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 との RMI-IIOP 通信の
相互接続性
855
付録 C 推奨機能への移行

857

付録 C.1

Microsoft IIS から Hitachi Web Server への移行

857

付録 C.2

インプロセストランザクションサービスへの移行

857

付録 D サーバマネジャから Server Plug-in への移行

863

付録 D.1

Server Plug-in を使用する場合のシステム構成

864

付録 D.2

システムの構築方法の差異

866

付録 D.3

Server Plug-in のセットアップ

866

付録 E DD の見直しの観点
付録 E.1

EAR ファイルの見直し観点

867
867

xiii

目次

付録 E.2

RAR ファイルの見直し観点

867

付録 E.3

EJB-JAR ファイルの見直し観点

868

付録 E.4

WAR ファイルの見直し観点

870

付録 F

Oracle アクセスライブラリの再作成

付録 F.1

AIX の場合

873

付録 F.2

HP-UX（IPF）の場合

878

付録 F.3

Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の場合

882

付録 F.4

Linux（IPF）の場合

886

付録 F.5

Solaris の場合

889

付録 F.6

Oracle9i または Oracle10g で追加されたデータ型への対応状況

895

付録 G ベーシックモードの利用（互換用機能）

896

付録 G.1

ベーシックモードの設定

896

付録 G.2

データソースの設定

896

付録 H サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

900

付録 H.1

サーブレットエンジンモードでのシステム構築

900

付録 H.2

Web コンテナサーバのセットアップ

906

付録 H.3

Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズ

907

付録 H.4

トラブルシューティングの資料取得の設定

918

付録 H.5

統合ユーザ管理機能の設定

933

付録 H.6

Web アプリケーションの設定

936

付録 H.7

Web コンテナサーバの作業ディレクトリ

940

付録 H.8

サーブレットエンジンモードの移行情報

941

付録 I

クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（Windows の
場合）
951

付録 I.1

Cosminexus TPBroker 構成のプランニング

951

付録 I.2

ORB 機能使用時の設定

951

付録 J クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（UNIX の
場合）

959

付録 J.1

Cosminexus TPBroker 構成のプランニング

959

付録 J.2

ORB 機能使用時の設定

960

付録 K Cosminexus で提供するサンプルプログラム

xiv

873

967

付録 K.1

サーバ管理コマンドによるサンプル実行環境の構築，運用手順

967

付録 K.2

Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプルプログラム

970

付録 K.3

Enterprise Bean（アノテーション）のサンプルプログラム

994

付録 K.4

Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプログラム

999

付録 K.5

JavaBeans リソースのサンプルプログラム

1002

付録 K.6

ユーザログ機能のサンプルプログラム

1005

目次

付録 K.7

付録 L

索引

Web アプリケーションのサンプルプログラム

用語解説

1015
1021

1051

xv

第1編

1

システム構築の準備

Cosminexus でのシステム構
築の概要
この章では，Cosminexus を使用してアプリケーションの実行
環境を構築する前の準備，Cosminexus を利用して構築できる
システムの概要について説明します。

1.1 構築する環境の概要
1.2 J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築の流れ
1.3 バッチアプリケーションを実行するシステムの構築の流れ
1.4 Windows Vista 使用時の注意事項
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1. Cosminexus でのシステム構築の概要

1.1 構築する環境の概要
この節では，Cosminexus を利用して構築できるシステムの概要について説明します。
なお，このマニュアルでは，次に示す環境の構築方法について説明します。
● Application Server でのアプリケーションの実行環境の構築方法
Application Server では，次の 2 種類の実行環境を構築できます。
• J2EE アプリケーションの実行環境
• バッチアプリケーションの実行環境
J2EE アプリケーションおよびバッチアプリケーションの実行環境は，Cosminexus
が提供する構築支援機能（Management Server）の Smart Composer 機能を使用して
構築します。Smart Composer 機能を使用すると，同じ構成の業務サービスを提供す
るサーバを複数持つ Web システムが，ファイルやコマンドで迅速に構築できます。
Smart Composer 機能で構築したシステムでは，Smart Composer 機能のコマンドを
使用して一括運用したり，そのほかの Cosminexus のコマンドを使用して個別運用し
たりできます。Smart Composer 機能については，マニュアル「Cosminexus 簡易構
築・運用ガイド」を参照してください。
システムの構築方法については，
「1.1.1 アプリケーション実行環境の構築
（Application Server）」を参照してください。

参考
アプリケーションは，目的とする業務内容に合わせて開発してください。J2EE アプリケー
ションの開発については，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。バッチアプリケーションの開発については，マニュアル「Cosminexus
機能解説」のバッチアプリケーションに関する説明を参照してください。

● 実行環境で使用できるオプション製品（uCosminexus Client，Web Redirector，
uCosminexus Operator）の環境の構築方法
Cosminexus では，実行環境で使用できるオプション製品として，uCosminexus
Client，Web Redirector，uCosminexus Operator を提供しています。これらのオプ
ション製品を使用して，次のような環境と組み合わせることもできます。
• EJB クライアント環境
EJB クライアントアプリケーションを実行する環境です。EJB クライアント環境
は，uCosminexus Client で構築します。
システムの構築方法については，
「1.1.2 EJB クライアント環境の構築
（uCosminexus Client）
」を参照してください。
• Web リダイレクタ環境
Web サーバと Web コンテナを別のサーバマシンで運用するシステムで，Web サー
バと Web コンテナを連携させるための環境です。Web リダイレクタ環境は，Web
Redirector で構築します。
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Web リダイレクタ環境の構築（Web

Redirector）
」を参照してください。
• 実行環境に対する GUI 操作環境の構築
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環境です。実行環境に対する GUI
操作環境は，uCosminexus Operator で構築します。
システムの構築方法については，
「1.1.4

実行環境に対する GUI 操作環境の構築

（uCosminexus Operator）
」を参照してください。

参考
• J2EE アプリケーションの開発環境は，Developer で構築します。Developer でのシステ
ム構築については，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。
• サービス統合環境（Cosminexus サービスプラットフォーム）は，uCosminexus Service
Platform または uCosminexus Service Architect で構築します。uCosminexus Service
Platform または uCosminexus Service Architect については，マニュアル「Cosminexus
サービスプラットフォーム

概説」を参照してください。

• Web アプリケーションだけを動作させる（Enterprise Bean を使用しない）実行環境を構
築することもできます。Web アプリケーションだけを動作させる場合，サーバの動作
モードとしてサーブレットエンジンモードを使用できます。サーブレットエンジンとは，
サーブレット実行機能，JSP 実行機能を持つサーバのことです。サーブレットエンジン
モードで動作するシステムの構築については，
「付録 H

サーブレットエンジンモードの

利用（互換用機能）
」を参照してください。

1.1.1 アプリケーション実行環境の構築（Application
Server）
Application Server では，J2EE アプリケーションまたはバッチアプリケーションの実行
環境を構築できます。Application Server で J2EE アプリケーションまたはバッチアプ
リケーションの実行環境を構築する場合，Cosminexus では，Management Server の
Smart Composer 機能を使用できます。Smart Composer 機能を使用して構築するシス
テムでは，Cosminexus のシステムを構成するプログラムやプロセスなどを
Management Server を利用して一括運用できます。Management Server では，複数の
ホストやサーバプロセスで構成される Cosminexus のシステム全体を，運用管理ドメイ
ンという概念でまとめて管理できます。これによって，運用操作の一括実行やシステム
の集中管理などが実現でき，効率の良いシステム運用ができるようになります。

（1） システム構築の概要
Cosminexus で J2EE アプリケーションの実行環境を構築する場合，Smart Composer
機能のファイルとコマンドを使用します。必要最低限の情報をファイルに定義するだけ
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で，定義したファイルから 1 回のコマンド操作でシステムを一括構築できます。Smart
Composer 機能のファイルとコマンドで，システムの構築から，日常の運用，保守作業を
実行できます。ただし，一部の設定については，Smart Composer 機能のファイルとコ
マンドだけでは設定できないので，サーバ管理コマンドや Server Plug-in を使用したり，
そのほかの定義ファイルを直接編集したりして環境を構築する必要があります。サーバ
管理コマンドは，J2EE サーバ上で動作するリソースと J2EE アプリケーションのプロ
パティを定義し，リソースと J2EE アプリケーションの起動／停止を実行するためのコ
マンド群です。Server Plug-in は，J2EE サーバ上で動作するリソースと J2EE アプリ
ケーションのプロパティを定義し，論理サーバ，リソース，および J2EE アプリケー
ションの起動／停止を実行するための GUI を提供する Eclipse のプラグインです。
Smart Composer 機能のファイルおよびコマンドについては，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
システム構築の流れについては，それぞれ次の個所を参照してください。
• J2EE アプリケーションを実行するシステムを構築する場合
「1.2 J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築の流れ」を参照してくださ
い。
• バッチアプリケーションを実行するシステムを構築する場合
「1.3 バッチアプリケーションを実行するシステムの構築の流れ」を参照してくださ
い。

（2） ほかのプログラムと連携する場合のシステム構築の概要
Management Server を利用するシステムでは，JP1 やクラスタソフトウェアと連携する
こともできます。
● JP1 と連携する場合のシステム構築の概要
Management Server を利用するシステムは，日立の統合運用管理ミドルウェアである
JP1 と連携して運用できます。JP1 と連携すると，Cosminexus 以外のホストやサーバ
プロセスを含めた業務システム全体の状況を集中監視したり，システム上のサーバの起
動や停止を自動化したりできるようになります。また，JP1 の UNIX ジョブまたは PC
ジョブとしてバッチアプリケーションの実行コマンドを定義しておくと，バッチアプリ
ケーションの自動実行ができます。
JP1 と連携する場合には，Smart Composer 機能または運用管理ポータルを使用した環
境構築に加えて，JP1 と連携するための設定をする必要があります。JP1 と連携するた
めには，Management Server での JP1 連携の設定，Cosminexus の定義ファイルの作
成，JP1 との連携で使用するファイルの JP1 への登録などが必要です。
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参考
運用管理ポータルを使用した環境構築については，マニュアル「Cosminexus

運用管理操

作ガイド」を参照してください。

なお，Cosminexus では，JP1 と連携するための環境構築や運用支援機能として，JP1
で使用するツリーやジョブの作成支援機能，および JP1 が扱う形式のデータ出力機能を
提供しています。
JP1 と連携する場合のシステムの構築については，
「16.

JP1 との連携の設定」を参照

してください。
● クラスタソフトウェアと連携する場合のシステム構築の概要
Management Server を利用しているシステムは，クラスタソフトウェアと連携して運用
できます。連携できるクラスタソフトウェアを次に示します。
• Microsoft Cluster Service（Windows の場合）
Microsoft Cluster Service は，高い可用性を実現するために Windows Server 2003 に含
まれるクラスタサービスのサーバクラスタ機能です。なお，使用できる OS について
は，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェアと連携して実現
できる運用に関する説明を参照してください。
• HA モニタ（AIX，HP-UX または Linux の場合）
HA モニタは，システムの信頼性および稼働率の向上を目的とした，サーバプログラ
ムを含めたシステムの切り替えを実現する日立のクラスタソフトウェアです。
クラスタソフトウェアと連携してシステムを運用することで，アプリケーションサーバ
に障害が発生した場合に，直ちに自動でアプリケーションサーバを切り替えたり，待機
しているリカバリサーバで，障害が発生したアプリケーションサーバのリカバリ処理を
したりできます。これによって，システムの不稼働時間を短縮でき，信頼性や稼働率を
高めることができます。
クラスタソフトウェアと連携する場合には，Smart Composer 機能を使用した環境構築
に加えて，クラスタソフトウェアと連携するための設定をする必要があります。
Microsoft Cluster Service と連携する場合には，クラスタアドミニストレータの設定，
汎用スクリプトファイルの設定などが必要です。HA モニタと連携する場合には，HA モ
ニタの設定，各論理サーバの設定などが必要です。
クラスタソフトウェアと連携する場合のシステムの構築については，
「17.

クラスタソ

フトウェアと連携するための設定」を参照してください。

1.1.2

EJB クライアント環境の構築（uCosminexus Client）

uCosminexus Client は，EJB クライアントアプリケーションの実行環境（EJB クライ
アント環境）を構築するための製品です。アプリケーションサーバ上で動作している
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J2EE アプリケーション内の Enterprise Bean を，Web サーバ経由ではなく，クライア
ントマシン上のプログラムから直接呼び出すシステムを構築したい場合に，クライアン
トとして使用します。なお，uCosminexus Client の対象 OS は Windows だけです。こ
の節では，EJB クライアント環境の構築の概要について説明します。
EJB クライアント環境は，直接設定ファイルを編集したり，環境変数を設定したりして
環境を構築します。また，cjclstartap コマンドなどを使用して EJB クライアントアプリ
ケーションを起動します。
uCosminexus Client をインストールして初期設定をしたあと，環境を構築してくださ
い。uCosminexus Client の導入手順については，
「2.1.2(2)

uCosminexus Client」を参

照してください。EJB クライアント環境の構築については，
「19. EJB クライアントア
プリケーションの設定と実行」を参照してください。

！

注意事項
Windows Vista で，ログの出力先として C:¥Program Files 以下のディレクトリを指定して
いる場合，EJB クライアントアプリケーションは，管理者特権で実行する必要があります。
管理者特権のないユーザが，ログの出力先として C:¥Program Files 以下のディレクトリを
指定して，EJB クライアントアプリケーションを実行した場合には，ログは保存されませ
ん。この場合，ログは次に示すディレクトリに保存されます。
C:¥Users¥< ユーザ名 >¥AppData¥Local¥VirtualStore
07-50 より前のバージョンで使用していた EJB クライアントアプリケーションを，
Windows Vista で使用する場合は，ログの出力先を見直す必要があります。
Windows Vista の場合に管理者特権で実行する方法については，
「1.4.1(2)

Cosminexus が

提供するコマンドの使用」を参照してください。

1.1.3

Web リダイレクタ環境の構築（Web Redirector）

Web Redirector は，Web サーバと Web コンテナを連携させるための環境（Web リダイ
レクタ環境）を構築するための製品です。Web サーバと Web コンテナを別のサーバマシ
ンで運用するシステムで，Web サーバを配置するサーバマシンに Web Redirector をイン
ストールして使用します。この節では，Web リダイレクタ環境の構築の概要について説
明します。
Web リダイレクタ環境には，Web サーバの設定が必要です。直接設定ファイルを編集し
て環境を構築します。
Web Redirector をインストールして初期設定をしたあと，環境を構築してください。
Web Redirector の導入手順については，「2.1.2(3)
い。Web リダイレクタ環境の構築については，
「18.
リダイレクタ環境の場合）」を参照してください。
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1.1.4 実行環境に対する GUI 操作環境の構築（uCosminexus
Operator）
uCosminexus Operator は，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場合に，この製品を使用します。この節では，
実行環境に対する GUI 操作環境の構築の概要について説明します。
uCosminexus Operator をインストールして初期設定をしたあと，環境を構築してくだ
さい。uCosminexus Operator の導入手順については，
「2.1.2(4)

uCosminexus

Operator」を参照してください。

参考
サービス統合環境（Cosminexus サービスプラットフォーム）の運用操作でも
uCosminexus Operator を使用できます。サービス統合環境での uCosminexus Operator の
使用方法については，マニュアル「Cosminexus サービスプラットフォーム

概説」を参照

してください。
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1.2 J2EE アプリケーションを実行するシステ
ムの構築の流れ
この節では，J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築に必要な作業として，シ
ステム設計から，構築したシステムの運用までの流れについて説明します。また，シス
テム構築に必要な作業が，どのマニュアルに記載されているかについても説明します。
システム構築に必要な作業と，マニュアルとの対応を次の図に示します。
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図 1-1 システム構築に必要な作業と，マニュアルとの対応（J2EE アプリケーション）

図中の 1. 〜 5. について (1) 〜 (5) で説明します。各作業の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。なお，このマニュアルを
参照している作業については，作業ごとに参照先を説明しています。
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（1） システムの設計
動作させるアプリケーションの種類やシステム構成などについては，あらかじめマニュ
アル「Cosminexus 機能解説」
，およびマニュアル「Cosminexus システム設計ガイ
ド」で決定しておきます。ここでは，次の作業を実施します。
• システムの構成の検討
J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて，機能の実現に必要なプロセスや
サーバの配置，マシンの台数などを検討します。システム全体の構成は，システムの
特性や要件を考慮して決定しておいてください。システムの構成については，マニュ
アル「Cosminexus システム設計ガイド」を参照してください。
マニュアル「Cosminexus

システム設計ガイド」で決定したシステム構成を基に，

Smart Composer 機能の構成パターンを検討します。Smart Composer 機能で構築で
きるシステムの構成パターンについては，マニュアル「Cosminexus

簡易構築・運

用ガイド」を参照してください。
• 使用リソースおよびメモリの見積もり
システムを動作させるために必要なリソースや，メモリを見積もります。
なお，オプション製品を使用した環境での見積もりや，プロセス単位の見積もりなど
については，
「2.4 リソースの見積もりと設定」を参照してください。
• 運用・障害設計
システムの日常運用や保守，障害発生時のシステムの対応などを設計します。

（2） インストール
構築するシステムに合わせて，必要な製品をインストールします。なお，オプション製
品の導入手順や，構成ソフトウェアのインストールについては，「2. インストールと初
期設定」を参照してください。また，Application Server の導入手順については，
「2.1.2(1)

Application Server」を参照してください。

（3） システムの構築
決定した構成に基づいて，システムを定義して構築します。また，構築するシステムで
動作するリソースアダプタや J2EE アプリケーションを設定します。システムを構築す
るために，次の作業を実施します。
なお，J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築については，
「第 2 編

J2EE

アプリケーションを実行するシステムの構築」を参照してください。また，このマニュ
アルで説明しているシステム構築の流れについては，「3.1 システム構築の流れ」を参
照してください。システム構築の一連の流れについては，マニュアル「Cosminexus 簡
易構築・運用ガイド」を参照してください。
（a） Management Server の設定
Smart Composer 機能で構築するシステムは，Management Server を使用します。
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアッ
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プしてください。Management Server の設定については，「3.4

Management Server

の設定」を参照してください。
（b） システムの構成定義
Smart Composer 機能のファイルを使用して，決定したシステム構成を定義します。
（c） 使用する機能を有効にするための設定
デフォルトの設定では，無効となる機能があります。デフォルトの設定で無効となる機
能は，Smart Composer 機能のファイルなどを使用して，有効にする設定が必要になり
ます。
システム構築時に，J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて設定する項目を次の
表に示します。なお，これらの設定項目は，基本的に Smart Composer 機能のファイル
やコマンドを使用して設定します。ただし，Smart Composer 機能のファイルやコマン
ドで設定できない場合は，そのほかの Cosminexus のコマンドやファイルを使用して設
定します。
表 1-1 J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて設定する項目
項目

説明

参照先

J2EE サーバの動作設定

J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて，J2EE
サーバの動作環境の設定をします。デフォルトの J2EE
サーバの動作を変更しない場合は，設定不要です。

4章

トラブルシューティングの
資料取得の設定

トラブルシューティングで使用する資料には，運用を開
始する前に取得するための設定が必要なものがありま
す。デフォルトで取得する資料だけをトラブルシュー
ティングで使用する場合は，設定不要です。

5章

システムの可用性を高める
設定

セッションフェイルオーバ機能による J2EE サーバへの
セッション情報の引き継ぎの設定，Management イベン
トによる障害の事前検知の設定など，システムの可用性
を高める設定をします。

6章

Web サーバとの連携の設定

リダイレクタを利用したリクエストの振り分け，通信タ
イムアウト，エラーページのカスタマイズなど，Web
サーバとの連携の設定をします。なお，Web リダイレク
タ環境構築時に必要な Web サーバとの連携の設定につ
いては，「18. Web サーバとの連携の設定（Web リダイ
レクタ環境の場合）
」を参照してください。

7章

インプロセス HTTP サーバ
の設定

インプロセス HTTP サーバを利用した Web クライアン
トからのアクセス制御，リクエストの流量制御，Web ク
ライアントとの通信制御などを設定します。

8章

リソースと J2EE アプリ
ケーションの設定

サーバ管理コマンドを使用して，リソースや J2EE アプ
リケーションのプロパティを定義し，運用管理ドメイン
内の J2EE サーバにデプロイします。

9章
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項目

説明

参照先

統合ユーザ管理機能の設定

Cosminexus システムにログインするユーザを統合管理
するための設定をします。ユーザ認証情報を格納する
LDAP ディレクトリサーバや，統合ユーザ管理のコン
フィグレーションファイルを設定します。

10 章

EJB クライアントアプリ
ケーションの設定

EJB クライアントアプリケーションを利用する場合に
は，EJB クライアントアプリケーションの実行環境を構
築します。

19 章

参考
Cosminexus を利用して構築したシステムでは，Smart Composer 機能のコマンド以外に，
運用管理コマンド（mngsvrutil）などを使用して運用できます。運用管理コマンドは，
Management Server を操作するためのコマンドで，日常の運用，保守作業を実行できます。
システムの運用方法については，マニュアル「Cosminexus

システム運用ガイド」を参照

してください。

（d） システムの構築
Smart Composer 機能のコマンドを使用して，システムを構築します。
（e） リソースアダプタの設定
リソースを利用する場合に，必要に応じて，リソースと接続するリソースアダプタを使
用します。リソースアダプタは，コマンドを使用して，プロパティを設定したり，イン
ポートしたりします。
リソースアダプタの種類や設定については，「9.

リソースと J2EE アプリケーションの

設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）
」を参照してください。
（f） J2EE アプリケーションの設定
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てプロパティを定義しま
す。J2EE アプリケーションの設定については，
「9. リソースと J2EE アプリケーショ
ンの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）
」を参照してください。
（g） ほかのプログラムと連携するための設定
JP1 やクラスタソフトウェアと連携するために必要な設定をします。JP1/IM - CM およ
び JP1/AJS2 - SO 以外の JP1 製品との連携の設定については，「16.

JP1 との連携の設

定」を参照してください。また，クラスタソフトウェアとの連携の設定については，
「17. クラスタソフトウェアと連携するための設定」を参照してください。
（h） システムの開始
Smart Composer 機能のコマンドを使用して，システムを開始します。
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（4） チューニング
構築したシステムで，アプリケーションサーバのパフォーマンスをチューニングします。
初期構築完了後，構築したシステム環境で，実際に J2EE アプリケーションに負荷を掛
けながら，設定したパラメタが適切かどうかを検証し，検証結果に基づいて設定を変更
することで，パフォーマンスを向上させます。パラメタの設定変更は，Smart Composer
機能のファイルおよびコマンドを使用します。

（5） システムの運用
構築したシステムを運用します。システムの日常運用，システムのメンテナンス，シス
テム構成の変更などを，必要に応じて実施します。
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1.3 バッチアプリケーションを実行するシステ
ムの構築の流れ
この節では，バッチアプリケーションを実行するシステムの構築に必要な作業として，
システム設計から，構築したシステムの運用までの流れについて説明します。また，シ
ステム構築に必要な作業が，どのマニュアルに記載されているかについても説明します。
システム構築に必要な作業と，マニュアルとの対応を次の図に示します。
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図 1-2 システム構築に必要な作業と，マニュアルとの対応（バッチアプリケーション）

図中の 1. 〜 5. について (1) 〜 (5) で説明します。各作業の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。なお，このマニュアルを
参照している作業については，作業ごとに参照先を説明しています。

（1） システムの設計
動作させるアプリケーションの種類やシステム構成などについては，あらかじめマニュ
アル「Cosminexus 機能解説」
，およびマニュアル「Cosminexus システム設計ガイ
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ド」で決定しておきます。ここでは，次の作業を実施します。
• システムの構成の検討
バッチアプリケーションで使用する機能に応じて，機能の実現に必要なプロセスや
サーバの配置，マシンの台数などを検討します。システム全体の構成は，システムの
特性や要件を考慮して決定しておいてください。システムの構成については，マニュ
アル「Cosminexus システム設計ガイド」を参照してください。
マニュアル「Cosminexus

システム設計ガイド」で決定したシステム構成を基に，

Smart Composer 機能の構成パターンを検討します。Smart Composer 機能で構築で
きるシステムの構成パターンについては，マニュアル「Cosminexus

簡易構築・運

用ガイド」を参照してください。
• 使用リソースおよびメモリの見積もり
システムを動作させるために必要なリソースや，メモリを見積もります。
なお，オプション製品を使用した環境での見積もりや，プロセス単位の見積もりなど
については，
「2.4 リソースの見積もりと設定」を参照してください。
• 運用・障害設計
システムの日常運用や保守，障害発生時のシステムの対応などを設計します。

（2） インストール
構築するシステムに合わせて，必要な製品をインストールします。なお，オプション製
品の導入手順や，構成ソフトウェアのインストールについては，「2.

インストールと初

期設定」を参照してください。また，Application Server の導入手順については，
「2.1.2(1)

Application Server」を参照してください。

（3） システムの構築
決定した構成に基づいて，システムを定義して構築します。また，構築するシステムで
動作するリソースアダプタを設定します。システムを構築するために，次の作業を実施
します。
なお，バッチアプリケーションを実行するシステムの構築については，「第 3 編

バッチ

アプリケーションを実行するシステムの構築」を参照してください。また，このマニュ
アルで説明しているシステム構築の流れについては，「11.1 システム構築の流れ」を参
照してください。システム構築の一連の流れについては，マニュアル「Cosminexus 簡
易構築・運用ガイド」を参照してください。
（a） Management Server の設定
Smart Composer 機能で構築するシステムは，Management Server を使用します。
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアッ
プしてください。Management Server の設定については，「3.4
の設定」を参照してください。
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（b） システムの構成定義
Smart Composer 機能のファイルを使用して，決定したシステム構成を定義します。
（c） 使用する機能を有効にするための設定
バッチサーバの場合，必ず指定する項目があります。必ず指定する項目については，
「12.2.1 バッチサーバの動作設定として必ず設定する項目」を参照してください。
また，それ以外の項目については，デフォルトの設定で無効となる機能があります。デ
フォルトの設定で無効となる機能を使用する場合は，Smart Composer 機能のファイル
などを使用して，有効にする設定が必要になります。
バッチサーバで使用する機能に応じて設定する項目を次の表に示します。なお，これら
の設定項目は，基本的に Smart Composer 機能のファイルやコマンドを使用して設定し
ます。ただし，Smart Composer 機能のファイルやコマンドで設定できない場合は，そ
のほかの Cosminexus のコマンドやファイルを使用して設定します。
表 1-2 バッチサーバで使用する機能に応じて設定する項目
項目

説明

参照先

バッチサーバの動作設定

バッチサーバの動作環境の設定をします。デフォルトの
バッチサーバの動作を変更しない場合は，設定不要で
す。

12 章

トラブルシューティングの
資料取得の設定

トラブルシューティングで使用する資料には，運用を開
始する前に取得するための設定が必要なものがありま
す。デフォルトで取得する資料だけをトラブルシュー
ティングで使用する場合は，設定不要です。

13 章

システムの可用性を高める
設定

Management イベントによる障害の事前検知の設定な
ど，システムの可用性を高める設定をします。

14 章

リソースの設定

サーバ管理コマンドを使用して，リソースのプロパティ
を定義し，運用管理ドメイン内のバッチサーバにデプロ
イします。

15 章

参考
Cosminexus を利用して構築したシステムでは，Smart Composer 機能のコマンド以外に，
運用管理コマンド（mngsvrutil）などを使用して運用できます。運用管理コマンドは，
Management Server を操作するためのコマンドで，日常の運用，保守作業を実行できます。
システムの運用方法については，マニュアル「Cosminexus

システム運用ガイド」を参照

してください。

（d） システムの構築
Smart Composer 機能のコマンドを使用して，システムを構築します。
（e） リソースアダプタの設定
リソースを利用する場合に，必要に応じて，リソースと接続するリソースアダプタを使
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用します。リソースアダプタは，コマンドを使用して，プロパティを設定したり，イン
ポートしたりします。
リソースアダプタの種類や設定については，「15.

リソースの設定（バッチアプリケー

ションを実行するシステム）」を参照してください。
（f） ほかのプログラムと連携するための設定
JP1 やクラスタソフトウェアと連携するために必要な設定をします。JP1/AJS2 を使用し
たバッチアプリケーションのコマンドのジョブ定義については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のバッチアプリケーションの実行方法に関する説明を参照し

てください。JP1/IM - CM および JP1/AJS2 - SO 以外の JP1 製品との連携の設定につい
ては，「16.

JP1 との連携の設定」を参照してください。また，クラスタソフトウェア

との連携の設定については，「17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定」を参

照してください。
（g） システムの開始
Smart Composer 機能のコマンドを使用して，システムを開始します。

（4） チューニング
構築したシステムで，アプリケーションサーバのパフォーマンスをチューニングします。
初期構築完了後，構築したシステム環境で，設定したパラメタが適切かどうかを検証し，
検証結果に基づいて設定を変更することで，パフォーマンスを向上させます。パラメタ
の設定変更は，Smart Composer 機能のファイルおよびコマンドを使用します。

（5） システムの運用
構築したシステムを運用します。システムの日常運用，システムのメンテナンス，シス
テム構成の変更などを，必要に応じて実施します。
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1.4 Windows Vista 使用時の注意事項
この節では，Windows Vista で，Cosminexus を使用してアプリケーションサーバを構
築，運用する場合の注意事項について説明します。

1.4.1 管理者特権で実行する必要がある操作
ここでは，Windows Vista を使用している場合で，管理者特権で実行する必要がある操
作について説明します。なお，システムドライブを C ドライブとして説明します。

（1） プログラムのインストール
Cosminexus の製品や構成ソフトウェア，Eclipse などのプログラムを，C:¥Program
Files 以下のディレクトリにインストールする場合，管理者特権で実行する必要がありま
す。インストール時に，Windows Vista の［UAC］ダイアログが表示される場合は，
［UAC］ダイアログで管理者アカウントのパスワードを入力してください。

（2） Cosminexus が提供するコマンドの使用
Cosminexus が提供するコマンドは，管理者特権で実行する必要があります。
Cosminexus が提供するコマンドは，
「管理者：コマンドプロンプト」で実行してくださ
い。
「管理者：コマンドプロンプト」は，Windows Vista で提供されている機能を使用して起
動してください。起動方法の例を次に示します。
1. ［スタート］ボタンをクリックします。
2. ［プログラム］−［アクセサリ］を選択します。
3. ［コマンド プロンプト］を右クリックして，
［管理者として実行］をクリックします。
管理者のパスワードまたは確認を求められた場合は，画面の指示に従って，パスワー
ドを入力するか，または確認情報を提供してください。

（3） Cosminexus が提供する定義ファイルの更新
Cosminexus が提供する定義ファイルは，管理者特権で更新する必要があります。管理
者特権のないユーザが定義ファイルを更新しても，C:¥Program Files 以下のディレクト
リにある定義ファイルは更新されません。管理者特権のないユーザが更新したファイル
は，次に示すディレクトリ以下に保存されます。
C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥VirtualStore
なお，アプリケーションサーバは管理者特権で起動されるため，管理者特権のないユー
ザが更新した定義ファイルの内容は無視されます。
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（4） Eclipse の起動
Eclipse を C:¥Program Files 以下のディレクトリにインストールしている場合，Eclipse
は管理者特権で起動する必要があります。管理者特権のないユーザが，Eclipse を起動す
るとエラーダイアログが表示されます。
これを回避するためには，次のどちらかの方法で eclipse.exe を実行してください。
•「管理者：コマンドプロンプト」で eclipse.exe を実行する。
「管理者：コマンドプロンプト」の起動方法については，「(2)

Cosminexus が提供す

るコマンドの使用」を参照してください。
• eclipse.exe に -configuration を指定する。
指定のしかたを次に示します。

<Eclipse のインストールディレクトリ >¥eclipse.exe -configuration < 任意のフォルダ >

また，C:¥Program Files 以下のディレクトリまたは C:¥windows 以下のディレクトリに
対する操作には制限があります。これらの制限されたディレクトリに対して，Eclipse の
ワークスペースを保存すると，リダイレクション機能によって，操作対象のファイルは
リダイレクトされ，次の場所に格納されます。
C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥VirtualStore
保存したファイルの実体は上記の場所に格納されていますが，Eclipse 上からは
C:¥Program Files 以下に実ファイルがあるかのように，ファイルを読み込んだり，書き
込んだりできます。

（5） サンプルプログラムの使用
Cosminexus が提供するサンプルプログラムを実行する場合は，書き込み権限のある別
のディレクトリへサンプルプログラムをコピーして使用することをお勧めします。
Cosminexus の製品をデフォルトでインストールした場合，サンプルプログラムは，
C:¥Program Files 以下のディレクトリに格納されます。管理者特権のないユーザがサン
プルプログラムを実行すると，サンプルプログラムで出力されるログファイルなどが，
次に示すディレクトリ以下に保存されます。
C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥VirtualStore
このため，Cosminexus の製品をデフォルトでインストールしたディレクトリのまま，
サンプルプログラムを使用する場合は，管理者特権で実行してください。サンプルプロ
グラムを管理者特権で使用する場合は，「管理者：コマンドプロンプト」で実行する必要
があります。エクスプローラからバッチファイルを右クリックして，［管理者として実
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行］をクリックした場合，正しく動作しません。
なお，Cosminexus が提供するサンプルプログラムについては，
「付録 K

Cosminexus

で提供するサンプルプログラム」を参照してください。

1.4.2

JIS X0213:2004 に含まれる Unicode の補助文字を使
用する場合の注意事項

Windows Vista でサポートされた JIS X0213:2004 の第三水準および第四水準の文字の一
部には，Unicode の補助文字が含まれます。Unicode の補助文字とは，基本多言語面以
外の文字（Unicode のコードポイントが U+10000 〜 U+10FFFF の範囲の文字）のこと
です。UTF-16 エンコーディングでは，サロゲートペアとして表されます。
Unicode の補助文字を使用する場合の注意事項を次に示します。

（1） リクエストで使用する場合の注意事項
アプリケーションサーバに対して，Internet Explorer 7 などのクライアントから
Unicode の補助文字を含むリクエストを送信した場合，Unicode の補助文字は，ログや
PRF トレースに正しく出力されません。ただし，その場合も，Unicode の補助文字以外
の文字は，ログや PRF トレースに正しく出力されます。
また，リクエストに Unicode の補助文字が含まれる場合も，アプリケーションは正しく
動作します。
リクエストでの Unicode の補助文字の使用を制限したい場合には，アプリケーションで
の対応などを検討してください。

（2） 環境構築／運用時の注意事項
アプリケーションサーバを構築，運用する場合，およびアプリケーションやリソースを
デプロイする場合に使用する定義に，Unicode の補助文字は使用できません。
Unicode の補助文字を使用できない定義の例を示します。
• EAR，WAR，JAR，EJB-JAR，サーブレット，JSP，クラス，メソッド，引数，ま
たは変数の名称
• DD 内の各種定義
• システムのインストール先の指定値
• そのほか，各種定義ファイルの設定値
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インストールと初期設定
この章では，Cosminexus の製品のインストールとアンインス
トール，初期設定について説明します。

2.1 インストールと初期設定の概要
2.2 インストールとアンインストール
2.3 環境変数の設定
2.4 リソースの見積もりと設定
2.5 Server Plug-in の設定
2.6 インストール後のディレクトリ構成
2.7 J2EE サーバの作業ディレクトリ
2.8 バッチサーバの作業ディレクトリ
2.9 複数の構築済み実行環境を切り替えるための設定（UNIX の場合）
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2.1 インストールと初期設定の概要
この節では，製品をインストールして初期設定する操作の概要について説明します。
なお，このマニュアルでは Developer のインストールや環境設定については説明しませ
ん。Developer のインストールや初期設定については，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。

2.1.1

インストールと初期設定の流れ

インストールと初期設定の流れを次の図に示します。
図 2-1 インストールと初期設定の流れ

参考
Application Server の場合，構築済みの環境を 1 台のマシンに複数共存でき，それらを切り
替えて使用できます。詳細については，
「2.9

複数の構築済み実行環境を切り替えるための

設定（UNIX の場合）
」を参照してください。

図中の 1. 〜 6. について説明します。
1. Cosminexus の製品をインストールします。
Cosminexus の製品には次の 4 種類があります。構築する環境に応じて製品をインス
トールしてください。
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• Application Server
• uCosminexus Client
• Web Redirector
• uCosminexus Operator
インストール後，必要に応じて次の内容を設定してください。
Component Container 管理者の設定
UNIX でシステムを構築および運用する場合は，構成ソフトウェアである
Cosminexus Component Container のインストール後に，Component
Container 管理者を設定できます。Component Container 管理者を設定すると，
スーパーユーザ以外でもサーバの起動・停止などの操作が実施できるようになり
ます。Component Container 管理者の設定については，「2.1.3 Component
Container 管理者の設定」を参照してください。
C++ ライブラリのバージョン設定
Linux の場合，プロセス内で使用する C++ ライブラリのバージョンを指定しま
す。C++ ライブラリのバージョン設定については，
「2.2.3 C++ ライブラリの
バージョン指定（Linux の場合）」を参照してください。
2. 環境変数を設定します。
インストールした製品の種類，使用する機能に応じて，必要な環境変数を設定しま
す。環境変数の設定については，
「2.3 環境変数の設定」を参照してください。
3. リソースおよびメモリ所要量を見積もって設定します。
リソースおよびメモリ所要量の見積もりと設定をします。リソースの見積もりと設定
については，
「2.4

リソースの見積もりと設定」を参照してください。また，メモリ

所要量については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」の仮想メモ
リの使用量の見積もり，および Cosminexus DABroker Library のメモリ所要量に関
する説明を参照してください。
4. 必要に応じて，Cosminexus DABroker Library の設定をします。
Cosminexus DABroker Library を使用してデータベースに接続する場合は，
Cosminexus DABroker Library のセットアップ，環境設定ユティリティまたは
Cosminexus DABroker Library 動作環境定義ファイルでの動作環境の設定などが必
要です。なお，OS によって設定方法が異なります。Cosminexus DABroker Library
の設定については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照して
ください。
5. 必要に応じて，データベースの設定をします。
データベースとして，HiRDB，Oracle，または XDM/RD E2 を使用する場合，環境
変数や権限の設定などが必要です。データベースの設定については，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
6. 必要に応じて，Server Plug-in の設定をします。
Server Plug-in を使用してリソースや J2EE アプリケーションを設定する場合には，
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Server Plug-in の Eclipse への組み込みや Server Plug-in の環境設定などが必要で
す。Server Plug-in の設定については，
「2.5 Server Plug-in の設定」を参照してく
ださい。
なお，このマニュアルでは，Cosminexus の製品とその構成ソフトウェアに関連した初
期設定だけを説明しています。LDAP ディレクトリサーバ，EIS など，ほかの製品を使
用している場合は，必要に応じてそれぞれの製品のマニュアルを参照して環境を設定し
てください。
各製品のインストール後のディレクトリ構成については，「2.6

インストール後のディ

レクトリ構成」を参照してください。Cosminexus の作業ディレクトリについては，「2.7
J2EE サーバの作業ディレクトリ」または「2.8

バッチサーバの作業ディレクトリ」

を参照してください。

2.1.2

製品の導入手順

次の製品の導入手順について説明します。各製品の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 概説」を参照してください。
• Application Server
• uCosminexus Client
• Web Redirector
• uCosminexus Operator

（1） Application Server
Application Server は，業務システムの実行環境となるアプリケーションサーバを構築
するための製品で，Application Server Standard と Application Server Enterprise とい
う 2 種類のエディションがあります。なお，エディションによって提供される構成ソフ
トウェアが異なります。それぞれのエディションで提供する構成ソフトウェアについて
は，マニュアル「Cosminexus 概説」を参照してください。
Application Server の導入手順を次に示します。
1. Application Server をインストールします。
「2.2.1

インストール方法」を参照してください。また，インストール後の

Application Server のディレクトリ構成については，
「2.6.1

Application Server の

ディレクトリ構成」を参照してください。
2. 環境変数を設定します。
Application Server で設定が必要な環境変数については，
「2.3 環境変数の設定」を
参照してください。
3. リソースおよびメモリ所要量の見積もりと設定をします。
Application Server をインストールしたマシンで使用するリソースの見積もりと設定
をします。リソースの見積もりと設定については，「2.4
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定」を参照してください。また，メモリ所要量の見積もりも実施します。マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」の Cosminexus DABroker Library のメモリ
所要量に関する説明を参照してください。
4. 構成ソフトウェアの設定をします。
必要に応じて，構成ソフトウェアやデータベースの設定をしてください。また，
Server Plug-in を使用する場合は，Server Plug-in の設定もします。Cosminexus
DABroker Library およびデータベースの設定については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。Server Plug-in の設定については，
「2.5

Server Plug-in の設定」を参照してください。なお，Server Plug-in は UNIX

では使用できません。実行環境が UNIX の場合に Server Plug-in による運用管理操
作を実施したいときは，uCosminexus Operator をインストールしたマシンを別途用
意し，このマシン上で Server Plug-in を使用してください。uCosminexus Operator
については，
「(4) uCosminexus Operator」を参照してください。
5. システムを構築します。
J2EE アプリケーションを実行するシステムの場合，
「1.2 J2EE アプリケーション
を実行するシステムの構築の流れ」の手順に従って構築してください。また，バッチ
アプリケーションを実行するシステムの場合，
「1.3 バッチアプリケーションを実行
するシステムの構築の流れ」の手順に従って構築してください。構築手順の詳細につ
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。

（2） uCosminexus Client
uCosminexus Client は，EJB クライアント環境を構築するための製品です。EJB クラ
イアントアプリケーションを実行する環境に必要です。Application Server に含まれる
コンポーネントのうち，EJB クライアント環境に必要なコンポーネント，またはそのサ
ブセットに当たるコンポーネントによって構成されています。
uCosminexus Client の導入手順を次に示します。
1. uCosminexus Client をインストールします。
「2.2.1 インストール方法」を参照してください。また，インストール後の
uCosminexus Client のディレクトリ構成については，
「2.6.2 uCosminexus Client
のディレクトリ構成」を参照してください。
2. 環境変数を設定します。
uCosminexus Client で設定が必要な環境変数については，
「2.3 環境変数の設定」
を参照してください。
3. リソースの見積もりと設定をします。
uCosminexus Client をインストールしたマシンで使用するリソースの見積もりと設
定をします。リソースの見積もりと設定については，
「2.4 リソースの見積もりと設
定」を参照してください。
4. EJB クライアントの環境を構築します。

27

2. インストールと初期設定

EJB クライアントアプリケーションを実行する環境は，
「19. EJB クライアントア
プリケーションの設定と実行」の手順に従って構築してください。

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，各ユーザ定義
ファイルの格納ディレクトリの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC」を，
「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CCL」と読み替えてください。

（3） Web Redirector
Web Redirector は，Web サーバと Web コンテナを連携させるための Web リダイレクタ
環境を構築するための製品です。Web サーバと Web コンテナを別のサーバマシンで運用
するシステムで，Web サーバを配置するサーバマシンに Web Redirector をインストール
して使用します。Application Server に含まれるコンポーネントのうち，Web リダイレ
クタ環境に必要なコンポーネント，またはそのサブセットに当たるコンポーネントに
よって構成されています。
Web Redirector の導入手順を次に示します。
1. Web Redirector をインストールします。
「2.2.1

インストール方法」を参照してください。また，インストール後の Web

Redirector のディレクトリ構成については，「2.6.3

Web Redirector のディレクトリ

構成」を参照してください。
2. 環境変数を設定します。
Web Redirector で設定が必要な環境変数については，「2.3

環境変数の設定」を参照

してください。
3. リソースの見積もりと設定をします。
Web Redirector をインストールしたマシンで使用するリソースの見積もりと設定をし
ます。リソースの見積もりと設定については，「2.4

リソースの見積もりと設定」を

参照してください。
4. Web リダイレクタ環境を構築します。
Web リダイレクタを使用する環境を構築するためには，Web サーバの設定が必要で
す。Web サーバの設定については，
「18.

Web サーバとの連携の設定（Web リダイ

レクタ環境の場合）」を参照してください。

！

注意事項
Web Redirector を使用して Web リダイレクタ環境を構築する場合は，各ユーザ定義ファイ
ルの格納ディレクトリの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC，または /opt/
Cosminexus/CC」を，
「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CCR，または /opt/
Cosminexus/CCR」と読み替えてください。
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（4） uCosminexus Operator
uCosminexus Operator は，別のマシンから Application Server をインストールしたマ
シンの運用操作を実行するための製品です。運用操作をするための機能として，Server
Plug-in を提供しています。実行環境が UNIX の場合などに，実行環境の運用操作を
Server Plug-in で実施したいときに使用します。Server Plug-in は，Eclipse プラグイン
です。
uCosminexus Operator の導入手順を次に示します。
1. uCosminexus Operator をインストールします。
「2.2.1 インストール方法」を参照してください。また，インストール後の
uCosminexus Operator のディレクトリ構成については，
「2.6.4 uCosminexus
Operator のディレクトリ構成」を参照してください。
2. 環境変数を設定します。
uCosminexus Operator で設定が必要な環境変数については，
「2.3 環境変数の設定」
を参照してください。
3. リソースの見積もりと設定をします。
uCosminexus Operator をインストールしたマシンで使用するリソースの見積もりと
設定をします。リソースの見積もりと設定については，
「2.4 リソースの見積もりと
設定」を参照してください。
4. Server Plug-in を設定します。
Server Plug-in を使用するためには，Eclipse のインストールや Server Plug-in の
Eclipse への組み込みが必要です。Server Plug-in の設定については，「2.5

Server

Plug-in の設定」を参照してください。

2.1.3

Component Container 管理者の設定

UNIX の場合，サーバのセットアップ，起動と停止などはスーパーユーザで実施します
が，スーパーユーザ以外の一般ユーザでも権限を与えることで実施できるようになりま
す。このユーザを Component Container 管理者といいます。これによって，スーパー
ユーザ以外のユーザでもシステムを構築，運用できるようになります。

！

注意事項
Component Container 管理者の設定後，Component Container 管理者が実施できる操作
は，一部の操作を除き，スーパーユーザでは操作できなくなるので注意してください。

Component Container 管理者が実施できる操作，Component Container 管理者の設定
に関する注意事項について説明します。
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（1） Component Container 管理者が実施できる操作
Component Container 管理者を設定した場合に，スーパーユーザおよび Component
Container 管理者が実施できる操作を次の表に示します。
表 2-1 Component Container 管理者の設定がある場合に実施できる操作
スーパーユーザ

Component
Container 管理者

○

×

Component Container 管理者のセットアップ
（cjenvsetup コマンド）

○

×

作業ディレクトリおよびユーザ定義ファイルの移行
（cjenvupdate コマンド，cjrarupdate コマンド）

×

○

J2EE サーバまたはバッチサーバのセットアップ／アン
セットアップ
（cjsetup コマンド）

×

○

×

○

×

○

サーバ管理コマンドの実行

○

○

スレッドダンプの取得（cjdumpsv コマンド）

○

○

OS 状態情報の取得（cjgetsysinfo コマンド）

○

○

バッチ実行コマンド（cjexecjob コマンド）※

○

○

バッチ強制停止コマンド（cjkilljob コマンド）※

○

○

操作
Cosminexus Component Container のインストール

リダイレクタの設定
J2EE サーバまたはバッチサーバの起動／停止
（cjstartsv コマンド，cjstopsv コマンド）

（凡例） ○：できる。
注※

×：できない。

バッチアプリケーションの場合に使用できるコマンドです。

なお，Component Container 管理者を設定しない場合は，スーパーユーザが運用管理者
となるため，Component Container 管理者の操作もスーパーユーザが実施します。

（2） Component Container 管理者の設定に関する注意事項
Component Container 管理者の設定に関する注意事項を次に示します。
● Component Container 管理者のアカウント
Component Container 管理者のアカウントは，Cosminexus Component Container
をインストールするホストに一つだけしか登録できないため，複数のアカウントを
Component Container 管理者として登録できません。なお，Component Container
管理者として使用できるアカウントは，OS にログインできるアカウントに限定され
ます。
● Component Container 管理者の管理対象のサーバ
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cjsetup コマンドでセットアップする J2EE サーバやバッチサーバだけでなく，インス
トール時にデフォルトでセットアップされるホスト名のサーバについても，
Component Container 管理者が所有者となります。サーバごとに異なる Component
Container 管理者を設定することはできません。
● Component Container 管理者で運用する場合のポート番号の変更
Component Container 管理者で CORBA ネーミングサービスを起動する場合（インプ
ロセスで起動する場合も含みます）には，簡易構築定義ファイルでポート番号の設定
を変更します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，ejbserver.naming.port パラメタで，ポー
ト番号に 1,024 番以上を設定してください。CORBA ネーミングサービスをデフォル
トのポート番号（900 番）
，または 0 〜 1,023 番のポート番号で起動する場合には，
スーパーユーザで手動起動してください。
なお，root 権限を持たない Component Container 管理者では，0 〜 1,023 番のポート
番号を開けません。このため，Component Container 管理者を設定して運用する場合
には，CORBA ネーミングサービス以外のポート番号についても，1,024 番以上に変
更してください。
● Component Container 管理者の変更
Component Container 管理者を設定していた場合は，上書きインストール後または
アップグレードインストール後も同じユーザが Component Container 管理者となり
ます。Component Container 管理者を変更したい場合には，Cosminexus Component
Container のインストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CC）の所有者およびグ
ループを変更して，Component Container 管理者をセットアップしてください。
Component Container 管理者をスーパーユーザに戻す場合も，同様の方法で変更でき
ます。
● ディレクトリおよびファイルの所有者の変更
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
では，次に示すディレクトリを変更して使用できます。
変更できるディレクトリ

指定方法

日立 JavaVM ログ出力先ディレクトリ

JavaVM 起動パラメタを指定します。
JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
-XX:HitachiJavaLog:< ディレクトリ名 >

J2EE サーバまたはバッチサーバのログ出力
ディレクトリ

ejb.server.log.directory パラメタで指定します。

JSP 用一時ディレクトリ

webserver.work.directory パラメタで指定します。

Cosminexus TPBroker のトレース出力先ディ
レクトリ

vbroker.orb.htc.tracePath パラメタで指定します。
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これらのディレクトリを変更して使用している場合には，Component Container 管理
者のセットアップ後に，次のどちらかを実行してください。
• 各ディレクトリおよびファイルの所有者を Component Container 管理者に変更す
る。
• 各ディレクトリおよびファイルに，Component Container 管理者の書き込み権限を
設定する。
● Component Container 管理者を設定している場合のディレクトリの属性
Component Container 管理者を設定した場合，次に示すディレクトリ下のサブディレ
クトリおよびファイルの属性（所有者 / グループ）が「Component Container 管理者
/Component Container 管理者グループ」に変更されます。
• /opt/Cosminexus/CC
• < 作業ディレクトリ >/ejb/
• < 作業ディレクトリ >/web/
ただし，/opt/Cosminexus/CC 下の一部のファイル（/opt/Cosminexus/CC/server/bin/
cjenvsetup，/opt/Cosminexus/CC/server/bin/cjgetsysinfo や，インストールログな
ど）の属性は変更されません。
● EJB クライアントアプリケーションのログ出力先ディレクトリのアクセス権の設定
Component Container 管理者を設定している場合，Cosminexus Component
Container のインストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CC）以下のファイルおよ
びディレクトリの属性（所有者／グループ）が「Component Container 管理者／
Component Container 管理者グループ」に変更されます。このため，EJB クライア
ントアプリケーションのログ出力先にデフォルトの /opt/Cosminexus/CC/client/logs
を使用していて，かつ Component Container 管理者と EJB クライアントアプリケー
ションの実行ユーザのアカウントが異なる場合，EJB クライアントアプリケーション
のログ出力時にエラーとなることがあります。この場合，ログ出力先ディレクトリに
出力されたログファイルのモードを，グループやほかのすべてのユーザに対して書き
込みを許可するように設定してください。アクセス権の設定については，
「19.5.5 ロ
グ出力先ディレクトリのアクセス権の設定」を参照してください。
● Component Container 管理者を設定している場合のメッセージ
Component Container 管理者を設定している場合，アプリケーションおよび各種リ
ソースをインポートするときに，インポート対象ファイルの読み取り権限がないため
に次のメッセージが出力されることがあります。このような場合は，インポート対象
ファイルのアクセス権を確認してください。
アクセス権の設定が不正な場合，メッセージに，KDJE37324-E が出力されます。
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2.2 インストールとアンインストール
この節では，次の製品のインストールとアンインストールについて説明します。
• Application Server
• uCosminexus Client
• Web Redirector
• uCosminexus Operator

2.2.1 インストール方法
製品のインストールには，HITACHI 総合インストーラを使用します。
インストールを実行する前に，構成ソフトウェアのすべてのプロセスが実行中でないこ
とを確認してください。実行中の場合は，構成ソフトウェアのすべてのプロセスを停止
してから，インストールを実行してください。
インストール作業には，Windows の場合は Administrator 権限が，UNIX の場合は root
権限が必要です。なお，Windows の場合には，すべての構成製品のインストールが終わ
ると，再起動を促すダイアログが表示されますが，Cosminexus DABroker Library の設
定後にも再起動が必要になるため，Cosminexus DABroker Library の設定が終了したあ
とに再起動することをお勧めします。なお，製品のインストールについては，各製品の
リリースノートを参照してください。
ここでは，製品の構成ソフトウェアのインストールについて説明します。
• Cosminexus Component Container のインストール
• ほかの構成ソフトウェアのインストール
なお，製品と構成ソフトウェアの対応については，マニュアル「Cosminexus 概説」を
参照してください。

（1） Cosminexus Component Container のインストール
Cosminexus Component Container は，Application Server の構成ソフトウェアです。
新規インストール，上書きインストール，アップグレードインストールの場合のインス
トール方法についてそれぞれ説明します。上書きインストールおよびアップグレードイ
ンストールの場合，インストール時に注意が必要です。インストール時の注意事項につ
いては，「(d) インストール時の注意事項」を参照してください。
なお，インストールに失敗した場合は，次の点を確認してください。
• 起動しているサービスやアクセス中のファイル，ディレクトリがないか
• ファイル，ディレクトリのアクセス権が拒否されていないか
また，J2EE サーバまたはバッチサーバでの，インストール方法ごとのユーザ環境の扱い
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を次の表に示します。
表 2-2 インストール方法ごとのユーザ環境の扱い
インストール方法

サーバのユーザ定義

サーバ管理コマンドの
ユーザ定義

サーバの作業ディレクト
リ※

新規インストール

インストーラが，デフォ
ルトのサーバをセット
アップし，ユーザ定義を
作成します。

インストーラが，デフォ
ルトのユーザ定義を作成
します。

サーバが，初回起動時に
作成します。

上書きインストー
ル

引き継ぎます。

引き継ぎます。

引き継ぎます。

アップグレードイ
ントール

引き継ぎます。

引き継ぎます。

インストール後，
cjenvupdate コマンドを
実行して移行してくださ
い。
移行情報は，既存のディ
レクトリに格納され，そ
のまま利用されます。

注※

サーバの作業ディレクトリは，J2EE サーバとバッチサーバの場合で異なります。J2EE サー

バの作業ディレクトリについては，「2.7

J2EE サーバの作業ディレクトリ」を参照してください。

バッチサーバの作業ディレクトリについては，
「2.8

バッチサーバの作業ディレクトリ」を参照し

てください。

（a） 新規インストールの場合
新規インストールとは，インストール先のマシンに Cosminexus Component Container
がインストールされていない場合のインストールです。新規インストールの場合の手順
について，OS ごとに説明します。
● Windows の場合
1. インストールディレクトリにファイルがないことを確認します。
インストールディレクトリが作成されていない場合は問題ありません。
インストールディレクトリが作成されている場合は，インストールディレクトリに
ファイルがないことを確認してください。
デフォルトでは，次のディレクトリ群にインストールされます。
• <OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC
• <OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥manager
• <OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥c4web
• <OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CWC
• <OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥plugins
インストール先に同名のファイルがあり，保護されていない場合は，上書きする可能
性があります。ファイルを別の場所に移動するか，またはインストール先を変更して
ください。
2. Cosminexus Component Container をインストールします。
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● UNIX の場合
新規インストールの場合の手順を次の図に示します。なお，Component Container 管理
者を設定する場合と，Component Container 管理者を設定しない場合では，手順が異な
ります。
図 2-2 Cosminexus Component Container の新規インストールの手順

図中の 1. 〜 6. について説明します。なお，グループと管理者の登録，ディレクトリの所
有者とグループの変更については，ご使用の OS 付属のマニュアルなどを参照してくだ
さい。
1. Component Container 管理者を登録するグループを登録します。
ここで登録するグループを Component Container 管理者グループと呼びます。
2. 手順 1. で登録したグループに，Component Container 管理者を登録します。
3. Cosminexus Component Container のインストールディレクトリ下に，ファイルまた
はディレクトリがないことを確認します。
インストールディレクトリが作成されていない場合は問題ありません。
インストールディレクトリがある場合，インストールディレクトリにファイルがない
ことを確認してください。製品のインストールするファイルまたはディレクトリと同
名のファイルまたはディレクトリがある場合は，ファイルまたはディレクトリが上書
きされます。必要に応じて，ディレクトリやファイルの移動，またはバックアップの
作成をしてください。
4. Cosminexus Component Container をインストールします。
サーバが自動的にセットアップされます。デフォルトのサーバ名称はホスト名称で
す。
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5. Cosminexus Component Container のインストールディレクトリの所有者とグループ
を，手順 1. および手順 2. で登録した Component Container 管理者と Component
Container 管理者グループに変更します。
6. cjenvsetup コマンドを実行して，Component Container 管理者をセットアップしま
す。
cjenvsetup コマンドでの Component Container 管理者の設定後，Component
Container 管理者が実施できる操作は，一部の操作を除き，スーパーユーザでは操作
できなくなります。詳細については，「2.1.3

Component Container 管理者の設定」

を参照してください。
（b） 上書きインストールの場合
Cosminexus Component Container の上書きインストールとは，インストール先のマシ
ンに Cosminexus Component Container 07-60 がインストール済みの場合のインストー
ルです。上書きインストールの場合の手順を次に示します。
1. Cosminexus Component Container をインストールします。
上書きインストールすると，前の設定が自動的に引き継がれます。
なお，デフォルトのサーバの定義ディレクトリがない場合には，次に示すように自動
的にセットアップされます。
• デフォルトのサーバ（ホスト名称のサーバ）の定義ディレクトリ（<Cosminexus
のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< ホスト名称 >，または
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< ホスト名称 >）がない場合には，定義
ファイルが自動的にセットアップされます。
なお，UNIX の場合，上書きインストールの操作は Component Container 管理者の設定
の有無によって異なります。
● Component Container 管理者を設定していた場合
上書きインストール後も同じユーザが Component Container 管理者となります。上
書きインストール後のサーバのセットアップ，起動と停止などの操作は Component
Container 管理者が実施してください。
Component Container 管理者を変更したい場合には，Cosminexus Component
Container のインストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CC）の所有者およびグ
ループを変更して，cjenvsetup コマンドで Component Container 管理者をセット
アップしてください。
● Component Container 管理者を設定する場合
上書きインストール前に Component Container 管理者を設定していない状態で，上
書きインストール後，新規に Component Container 管理者を設定する場合は，スー
パーユーザで次の操作を実施してください。
1. Component Container 管理者グループの登録
2. Component Container 管理者の登録
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3. 上書きインストール
4. Cosminexus Component Container のインストールディレクトリ（/opt/
Cosminexus/CC）の所有者およびグループの変更
5. cjenvsetup コマンドで Component Container 管理者のセットアップ
Component Container 管理者の設定方法については，「(a)

新規インストールの場

合」を参照してください。
Component Container 管理者の設定後，J2EE サーバやバッチサーバのセットアッ
プ，起動と停止などの操作は Component Container 管理者が実施してください。
● Component Container 管理者を設定しない場合
上書きインストール前に Component Container 管理者を設定していない状態で，上
書きインストール後もそのまま Component Container 管理者を設定しない場合は，
J2EE サーバやバッチサーバのセットアップ，起動と停止などの操作はスーパーユー
ザで実施できます。
（c） アップグレードインストールの場合
Cosminexus Component Container のアップグレードインストール時の注意事項を次に
示します。
インストーラによるユーザデータの移行作業
以前のバージョンの Cosminexus Component Container がインストールされている
場合，インストール時に，インストーラによるユーザデータの移行作業が行われま
す。インストーラでは完全に移行できないユーザデータについては，インストール
後に移行作業用のコマンドを実行して，作業ディレクトリの移行やリソースアダプ
タのバージョンアップなどの移行作業をしてください。
アップグレードインストール時に削除されるディレクトリ
アップグレードインストール時には次のディレクトリが削除されます。必要なファ
イルがある場合は，アップグレードインストール前に退避してください。
Windows の場合
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥help
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥gui
UNIX の場合
• /opt/Cosminexus/CC/admin/help
• /opt/Cosminexus/CC/examples
• /opt/Cosminexus/CC/gui
Cosminexus Web Service - Base をインストールしている場合のアップグレードインス
トール
Cosminexus Web Service - Base は Cosminexus Version 6 までで提供されている構
成ソフトウェアです。UNIX の場合で，Cosminexus Version 7 にアップグレードイ
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ンストールするときは，動作モードの移行が実施されるため，次の手順に従って操
作してください。
1. アップグレードインストールをする前に，/opt/Cosminexus/c4web/lib/
current_mode ファイルを退避します。
2. アップグレードインストールを実施します。
3. /opt/Cosminexus/c4web/bin/setup_mode.sh コマンドを実行します。
コマンドの引数については，退避した current_mode ファイルの内容を参照して
ください。
移行作業およびバージョン間の機能の差異については，「付録 A Cosminexus Version 6
および Cosminexus Version 7 からの移行」を参照してください。
なお，UNIX の場合，アップグレードインストールの操作は Component Container 管理
者の設定の有無によって異なります。
● Component Container 管理者を設定していた場合
アップグレードインストール後も同じユーザが Component Container 管理者となり
ます。
移行作業は Component Container 管理者が実施してください。また，その後の J2EE
サーバやバッチサーバのセットアップ，起動と停止などの操作も Component
Container 管理者が実施してください。
Component Container 管理者を変更したい場合には，Cosminexus Component
Container のインストールディレクトリ（/opt/Cosminexus/CC）の所有者およびグ
ループを変更して，cjenvsetup コマンドで Component Container 管理者をセット
アップしてください。
● Component Container 管理者を設定する場合
アップグレードインストール前に Component Container 管理者を設定していない状
態で，アップグレードインストール後，新規に Component Container 管理者を設定
する場合は，次の手順でアップグレードインストールしてください。なお，これらの
操作は，すべてスーパーユーザで実施してください。
1. Component Container 管理者グループの登録
2. Component Container 管理者の登録
3. Cosminexus Component Container のインストール
4. 移行作業
5. Cosminexus Component Container のインストールディレクトリ（/opt/
Cosminexus/CC）の所有者およびグループの変更
6. cjenvsetup コマンドで Component Container 管理者のセットアップ
Component Container 管理者の設定方法については，「(a)

新規インストールの場

合」を参照してください。
Component Container 管理者の設定後，J2EE サーバやバッチサーバのセットアッ
プ，起動と停止などの操作は Component Container 管理者が実施してください。
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● Component Container 管理者を設定しない場合
アップグレードインストール前に Component Container 管理者を設定していない状
態で，アップグレードインストール後もそのまま Component Container 管理者を設
定しない場合は，移行作業はスーパーユーザが実施してください。
また，その後の J2EE サーバやバッチサーバのセットアップ，起動と停止などの操作
もスーパーユーザが実施してください。
（d） インストール時の注意事項
Cosminexus Component Container の上書きインストールおよびアップグレードインス
トール時の注意事項を次に示します。
• 旧バージョンからアップグレードインストールする場合，作業ディレクトリのディス
ク使用量の 2 倍以上の空き容量を確保してください。
• UNIX の場合，旧バージョンのインストールディレクトリが変更されていたときは，
新規インストールになります。
• UNIX の場合，Cosminexus Version 6 までで提供している構成ソフトウェアのうち，
Cosminexus Component Library，Cosminexus Manager，および Cosminexus Web
Service - Base がインストールされている環境には，Cosminexus Component
Container をインストールできません。インストールされている場合は必ずアンイン
ストールしてください。
• 旧バージョンからアップグレードインストールして環境を移行した場合，作業ディレ
クトリは旧バージョンで使用していたディレクトリを引き続き使用します。旧バー
ジョンの作業ディレクトリを誤って削除しないようにしてください。
• このバージョン（07-60）の製品をインストールしてアンインストールしたあとに古い
バージョンの製品をインストールする場合は，インストール先にこのバージョンで作
成された環境（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC，または /opt/
Cosminexus/CC）が残っていないことを確認してください。このバージョンで作成さ
れた環境が残っていると，古いバージョンへ移行されないため，製品の動作やそのあ
とのアップグレードインストールなどが保証されません。このバージョンで作成され
た環境が残っている場合は，インストール先を変更するか，このバージョンで作成さ
れた環境を削除または移動してからインストールしてください。
• 運用管理エージェントの設定ファイルである adminagent.xml は，インストール時に
上書きされ，既存のファイルは adminagent.xml.bak として退避されます。
adminagent.xml を編集して運用している場合は，新たにインストールされたファイ
ルに，以前に編集した項目を再編集してください。
• 以前のバージョンの Cosminexus Manager からの移行作業およびバージョン間の機能
の差異については，
「付録 A Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 か
らの移行」を参照してください。
• snapshot ログ収集先対象リストファイルである snapshotlog.conf，および
snapshotlog.2.conf は，インストール時に上書きされ，既存のファイルは
snapshotlog.conf.bak，および snapshotlog.2.conf.bak として退避されます。
snapshot ログの収集対象を編集して運用している場合は，新たにインストールされた

39

2. インストールと初期設定

ファイルに，以前に編集した項目を再編集してください。

（2） ほかの構成ソフトウェアのインストール
構成ソフトウェアのインストールディレクトリにファイルがないことを確認してくださ
い。インストール先に同名のファイルがあり，保護されていない場合は，上書きされて，
元のファイルが失われるおそれがあります。ファイルを別の場所に移動するか，または
インストール先を変更してください。

2.2.2

アンインストール方法

Cosminexus の製品と構成ソフトウェアのアンインストールについて説明します。
なお，アンインストールを実行する前に，構成ソフトウェアのすべてのプロセスが実行
中でないことを確認してください。実行中の場合は，構成ソフトウェアのすべてのプロ
セスを停止してから，アンインストールを実行してください。
製品および構成ソフトウェアのアンインストールについては，各製品のリリースノート
を参照してください。
ここでは，UNIX の場合に，製品および構成ソフトウェアをアンインストールする場合
の注意事項について説明します。
● UNIX の場合のアンインストール時の注意事項
UNIX の場合，製品のアンインストールは，日立 PP インストーラを使用します。アンイ
ンストールには root 権限が必要です。また，製品の構成ソフトウェアすべてを一度に削
除できません。構成ソフトウェアごとに削除します。
● アンインストール時の注意事項
ユーザ定義ファイルなど，カスタマイズ用のファイルが格納されたディレクトリ以外
は，すべて削除されます。このため，製品のディレクトリ下に必要なファイルを格納
しないでください。
削除対象となっているディレクトリは無条件に削除されます。このため，これらの
ディレクトリにユーザ固有のファイルなどを格納しないでください。
Cosminexus DABroker Library をアンインストールする場合，/opt/Cosminexus/
DABJ は削除されないので，手動で削除してください。
● 日立トレース共通ライブラリのアンインストール
日立トレース共通ライブラリは，製品の構成ソフトウェアをアンインストールしたと
きに，必要に応じてアンインストールされます。ただし，日立トレース共通ライブラ
リのアンインストールに失敗してメッセージが表示された場合には，コマンドを実行
して日立トレース共通ライブラリ単体でアンインストールすることもできます。
アンインストールするには，次のコマンドを実行します。
/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/hntr2setup
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メニューが表示されるので，通常アンインストールは「9」を，強制アンインストール
は「0」を選択してください。

2.2.3

C++ ライブラリのバージョン指定（Linux の場合）

Linux の場合，プロセス内で使用する C++ ライブラリのバージョンを指定します。使用
できる C++ ライブラリのバージョンは，使用する Linux のバージョンによって異なりま
す。
• Red Hat Enterprise Linux 3 の場合
libstdc++.so.5 を使用します。
• Red Hat Enterprise Linux 4 の場合
x64 ネイティブ版を使用する場合は，libstdc++.so.6 を使用します。それ以外を使用す
る場合は，libstdc++.so.5 または libstdc++.so.6 を使用します。
libstdc++ ライブラリのバージョンは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，cpp.library.version パラメタで指定します。
x64 ネイティブ版以外を使用する場合，デフォルトでは，libstdc++.so.5 を使用する設定
になっているため，Red Hat Enterprise Linux 4 の場合で，libstdc++.so.6 を使用すると
きは，cpp.library.version キーの設定を次のように変更する必要があります。
libstdc++.so.6 を使用する場合の設定
cpp.library.version=6
なお，簡易構築定義ファイルについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。
注意事項
• Red Hat Enterprise Linux 3 の場合，使用できるバージョンは，libstdc++.so.5 だ
けです。このため，Red Hat Enterprise Linux 3 の場合に cpp.library.version
キーに「6」を指定すると，J2EE サーバまたはバッチサーバ起動時にエラーが発
生します。なお，EJB クライアントアプリケーション開始時には，PRF の初期化
に失敗しますが，例外終了しません。
• cpp.library.version キーに「5」または「6」以外の数字を指定した場合は，メッ
セージ KDJE40056-E が出力されます。

参考
Cosminexus では，次に示すプロセス内で C++ ライブラリをロードします。
• cjstartsv プロセス（J2EE サーバまたはバッチサーバの起動）
• cjclstartap プロセス（EJB クライアントアプリケーションの開始）
• cjstartweb プロセス（Web コンテナサーバの起動）
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2.2.4

Cosminexus でサポートしているシンボリックリンク

UNIX の場合，次のディレクトリのシンボリックリンクをサポートしています。
• /opt/Cosminexus/CC
• /opt/Cosminexus/CCR
• /opt/Cosminexus/manager
• /opt/Cosminexus/c4web
• /opt/Cosminexus/CWC
ただし，これらのディレクトリより下位のディレクトリのシンボリックリンクは未サ
ポートとなります。
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2.3 環境変数の設定
この節では，Application Server，uCosminexus Client，Web Redirector，
uCosminexus Operator で設定する環境変数について説明します。

2.3.1 環境変数の設定の要否
Application Server，uCosminexus Client，Web Redirector，uCosminexus Operator
で設定する環境変数は，製品の種類，使用する機能によって異なります。次の表を参考
にして，環境変数を設定してください。
表 2-3 製品の種類および設定する環境変数の分類の対応
製品の種類

設定する環境変数の分類

Application Server（J2EE アプリ
ケーションの実行環境）

• CTM を使用しない場合
表 2-4 または表 2-5 の A を参照
• CTM を使用する場合
表 2-4 または表 2-5 の B を参照

Application Server（バッチアプリ
ケーションの実行環境）

表 2-4 または表 2-5 の A を参照

Web Redirector

表 2-4 または表 2-5 の C を参照

uCosminexus Client

「19.2 EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定」
を参照

uCosminexus Operator

表 2-4 の D を参照

次に，それぞれの場合で設定が必要な環境変数について，OS ごとに説明します。

（1） Windows の場合
Windows の場合に設定する環境変数と設定値を次の表に示します。環境変数の詳細につ
いては，「2.3.2 環境変数の詳細」を参照してください。
表 2-4 設定する環境変数と設定値（Windows の場合）
環境変数名

PATH

設定値

設定する環境変数の分
類
A

B

C

D

○

○

−

○

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥TPB¥bin

○

○

−

−

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥PRF¥bin

○

○

−

−

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥jdk¥bin ※
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環境変数名

設定値

設定する環境変数の分
類
A

B

C

D

<ProgramFiles>¥Common Files¥Hitachi

▲

▲

−

−

TPDIR

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥TPB

○

○

−

−

VBROKER_ADM

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥TPB¥adm など

○

○

−

−

PRFSPOOL

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥PRF¥spool

▲

▲

▲

−

OSAGENT_PORT

14000 など

−

△

−

−

CTMDIR

<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CTM

−

○

−

−

CTMSPOOL

%CTMDIR%¥spool

−

△

−

−

TZ

JST-9

○

○

○

○

など

（凡例）
○：設定する。
▲：インストーラによって設定される。
△：必要に応じて設定する。
−：設定しない。
注※

CORBA ネーミングサービスを手動起動する場合は，環境変数「PATH」の先頭に指定してく

ださい。

！

注意事項
CLASSPATH は空にしてください。CLASSPATH は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に設定します。簡易構築定義ファイルの指
定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.class.path
<param-value> タグ
設定値

（2） UNIX の場合
UNIX の場合に設定する環境変数と設定値を次の表に示します。環境変数の詳細につい
ては，「2.3.2

環境変数の詳細」を参照してください。なお，AIX の場合は，次の表に示

す環境変数とは別に，AIX 固有の環境変数を設定する必要があります。詳細については，
「2.3.3
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表 2-5 設定する環境変数と設定値（UNIX の場合）
環境変数名

設定値

設定する環境変数
の分類
A

B

C

LIBPATH，

/opt/Cosminexus/TPB/lib

○

○

−

LD_LIBRARY_PATH ※ 1

/opt/Cosminexus/PRF/lib

○

○

−

/opt/Cosminexus/CTM/lib

−

○

−

/opt/hitachi/common/lib

○

○

−

○

○

−

○

○

−

/opt/Cosminexus/TPB/bin

○

○

−

/opt/Cosminexus/PRF/bin

○

○

−

/bin

○

○

−

TPDIR

/opt/Cosminexus/TPB

○

○

−

VBROKER_ADM

/opt/Cosminexus/TPB/adm

○

○

−

PRFSPOOL

/opt/Cosminexus/PRF/spool

○

○

○

OSAGENT_PORT

14000 など

−

△

−

CTMDIR

/opt/Cosminexus/CTM

−

○

−

CTMSPOOL

/opt/Cosminexus/CTM/spool

−

△

−

TZ

JST-9

○

○

○

CSCCFJ_SERVER_HOME
PATH

/opt/Cosminexus/CC
/opt/Cosminexus/jdk/bin

※2

など

など

（凡例）
○：設定する。
△：必要に応じて設定する。
−：設定しない。
注※ 1

OS によって，使用する環境変数名が異なります。

• LIBPATH：AIX の場合
• LD_LIBRARY_PATH：HP-UX（IPF），Linux，または Solaris の場合
注※ 2

CORBA ネーミングサービスを手動起動する場合は，環境変数「PATH」の先頭に指定して

ください。

45

2. インストールと初期設定

！

注意事項
CLASSPATH は空にしてください。CLASSPATH は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に設定します。簡易構築定義ファイルの指
定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.class.path
<param-value> タグ
設定値

2.3.2

環境変数の詳細

表 2-4 および表 2-5 に示す環境変数の詳細を説明します。
LIBPATH，または LD_LIBRARY_PATH
指定する環境変数は OS ごとに異なります。
• LIBPATH
AIX を使用している場合は，LIBPATH に指定します。
• LD_LIBRARY_PATH
HP-UX（IPF）を使用している場合，Linux を使用している場合，および Solaris
を使用している場合は，LD_LIBRARY_PATH に指定します。
使用している OS の環境変数に次のパスを指定してください。
• /opt/Cosminexus/TPB/lib
• /opt/Cosminexus/PRF/lib
• /opt/Cosminexus/CTM/lib
• /opt/hitachi/common/lib
なお，
「/opt/Cosminexus/CTM/lib」は，表 2-4 の設定する環境変数の分類が B の場
合に必要です。
CSCCFJ_SERVER_HOME
Cosminexus Component Container のインストールディレクトリとして，次の値を
指定してください。
/opt/Cosminexus/CC
PATH
次のパスを指定してください。
Windows の場合
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥jdk¥bin ※ 1
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB¥bin
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥PRF¥bin
• <ProgramFiles>¥Common Files¥Hitachi ※ 2
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UNIX の場合
• /opt/Cosminexus/jdk/bin ※ 1
• /opt/Cosminexus/TPB/bin
• /opt/Cosminexus/PRF/bin
• /bin
注※ 1
CORBA ネーミングサービスを手動起動する場合は，環境変数「PATH」の先頭
に指定してください。
注※ 2
デフォルトではインストーラによってシステム環境変数に設定されます。なお，
<ProgramFiles> は，通常，システム環境変数 %ProgramFiles% に設定されて
いるディレクトリのことです。
なお，CTM ドメインマネジャや CTM を起動するときには，パフォーマンストレー
サのパス（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥PRF¥bin）を同時に設定
しないでください。パフォーマンストレーサのパスを同時に設定すると，CTM がパ
フォーマンストレーサのライブラリをロードした場合にエラーとなり，起動できま
せん。
TPDIR
Cosminexus TPBroker のインストールディレクトリとして，次の値を指定してくだ
さい。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB
VBROKER_ADM
ログ出力先などの管理ディレクトリを指定してください。通常，次の値を指定しま
す。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB¥adm
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB/adm
PRFSPOOL
Windows の場合
必要に応じて，PRF デーモンの実行環境ディレクトリを変更してください。デ
フォルトでは，インストーラによってシステム環境変数に <Cosminexus のイン
ストールディレクトリ >¥PRF¥spool が設定されています。
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UNIX の場合
パフォーマンストレーサの実行環境ディレクトリを指定してください。デフォ
ルトのディレクトリ「/opt/Cosminexus/PRF/spool」がインストーラによって作
成されています。
デフォルトのディレクトリを変更する場合は，パフォーマンストレーサの実行環境
ディレクトリを作成して，この環境変数に指定してください。環境変数が指定され
ていない場合，パフォーマンストレーサは動作しません。
OSAGENT_PORT
スマートエージェント（osagent）が使用するポート番号を指定してください。
5,001 〜 65,535 の整数で指定します。デフォルトは，
「14000」です。
CTMDIR
CTM のインストールディレクトリとして，次の値を指定してください。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CTM
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CTM
CTMSPOOL
CTM の実行環境ディレクトリを指定してください。デフォルトのディレクトリがイ
ンストーラによって作成されます。
デフォルトのディレクトリを次に示します。
Windows の場合
%CTMDIR%¥spool
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CTM/spool
デフォルトのディレクトリを変更する場合は，CTM の実行環境ディレクトリを作成
して，この環境変数に指定してください。
TZ
タイムゾーンを設定してください。通常，
「JST-9」を指定します。

2.3.3

AIX 固有の環境変数

AIX の場合は，表 2-5 に示す環境変数とは別に，AIX 固有の環境変数を設定する必要が
あります。AIX 固有の環境変数を次の表に示します。
表 2-6 AIX 固有の環境変数
環境変数名
PSALLOC ※ 1 ※ 2
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設定値
early

説明
メモリ確保時に必要なページングスペー
スをすぐに確保する設定にします。
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環境変数名

設定値

説明

NODISCLAIM ※ 1 ※ 2

true

free() に対するコールの処理方法として，
nodisclaim() の発行抑止をする設定にし
ます。

AIXTHREAD_SCOPE ※ 2

S

コンテンションの有効範囲として，シス
テム・ベースのコンテンションの有効範
囲（1:1）を設定します。

AIXTHREAD_MUTEX_DEBUG

OFF

デバッグリストを使用しない設定にしま
す。

OFF

デバッグリストを使用しない設定にしま
す。

OFF

デバッグリストを使用しない設定にしま
す。

EXTSHM

ON

プロセス空間の共有メモリ領域数の制限
をなくす設定にします。

LDR_CNTRL（任意）

MAXDATA=0x400000
00

LC__FASTMSG（任意）

false

※2

AIXTHREAD_RWLOCK_DEBU
G※2
AIXTHREAD_COND_DEBUG
※2

注※ 1

カーネルの従来の区分化より大きいデー
タエリアを扱えるようにするための設定
です。必要に応じて設定してください。
「0x40000000」は，未設定時の J2EE
サーバの malloc 領域サイズ（単位：バ
イト）です。mmap 領域の JavaHeap や
共用メモリなどを確保するためには，指
定サイズを小さくするなど調整してくだ
さい。
Cosminexus DABroker Library を使用
して DB にアクセスし，かつ
Cosminexus Component Container を C
ロケールで動作させる場合には，環境変
数「LC__FASTMSG」に「false」を指
定してください。

システム構築の初期段階でメモリの見積もりができていない場合は，Hitachi Web Server

に対して PSALLOC に early，および NODISCLAIM に true を設定しないでください。設定した場
合，ページングスペースが十分に確保できなくなり，プロセスの起動に失敗することがあります。
注※ 2

Management Server 利用時，これらの環境変数に対してユーザ側で値を設定していない場

合には，運用管理エージェントに「設定値」に示した値が自動的に設定されます。なお，ユーザが
値を設定している場合は，ユーザが設定した値が有効になります。
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2.4 リソースの見積もりと設定
この節では，Cosminexus の各プロセスで使用するリソースの見積もり方法について説
明します。Cosminexus を動作させるために必要なディスクおよびメモリの容量を算出
するときの参考にしてください。

2.4.1

J2EE サーバが使用するリソースの見積もり

J2EE サーバプロセスのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，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
SFO サーバのスレッド数とファイルディスクリプタ数は，J2EE サーバと同じです。J2EE
サーバの計算式を使用して算出してください。

2.4.2

バッチサーバが使用するリソースの見積もり

バッチサーバプロセスのスレッド数とファイルディスクリプタ数については，マニュア
ル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。

2.4.3

運用管理エージェントが使用するリソースの見積もり

運用管理エージェントが使用するリソースの計算式について OS ごとに説明します。

（1） Windows の場合
Windows を使用する場合のスレッド数の計算式を次に示します。
● スレッド数の計算式
使用スレッド数 = 30 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 7
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 7：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するス
レッド数
論理サーバのステータスが稼働になったあとのスレッド数の計算式を次に示します。
● 平時のスレッド数の計算式
使用スレッド数 = 30 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 5
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 5：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するス
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レッド数

（2） UNIX の場合
UNIX を使用する場合のスレッド数とファイルディスクリプタ数の計算式について説明
します。
（a） スレッド数
スレッド数の計算式を次に示します。
● スレッド数の計算式
使用スレッド数 = 30 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 7
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 7：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するス
レッド数
論理サーバのステータスが稼働になったあとのスレッド数の計算式を次に示します。
● 平時のスレッド数の計算式
使用スレッド数 = 30 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 5
（凡例）
• 30：運用管理エージェント本体が使用するスレッド数
• 5：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するス
レッド数
（b） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数の計算式を次に示します。
● ファイルディスクリプタ数の計算式
使用ファイルディスクリプタ数 = 20 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 6
（凡例）
• 20：運用管理エージェント本体が使用するファイルディスクリプタ数
• 6：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するファ
イルディスクリプタ数
論理サーバのステータスが稼働になったあとのファイルディスクリプタ数の計算式を次
に示します。
● 平時のファイルディスクリプタ数の計算式
使用ファイルディスクリプタ数 = 20 + 論理サーバを構成するプロセスの数 × 3
（凡例）
• 20：運用管理エージェント本体が使用するファイルディスクリプタ数
• 3：論理サーバを構成する 1 プロセス当たりで運用管理エージェントが使用するファ
イルディスクリプタ数
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2.4.4

パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積も
り

パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もりについて，OS ごとに説明しま
す。

（1） Windows の場合
Windows を使用する場合の，パフォーマンストレーサが使用するリソースの見積もりに
ついて説明します。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRF デーモンごとに算出します。計算式を次に示します。
● PRF デーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize 指定値× 1024 + 18496
（b） %PRFSPOOL% のディスク占有量
%PRFSPOOL% のディスク占有量の計算式を次に示します。
● %PRFSPOOL% のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 2.0MB
＋｛（-PrfTraceBufferSize 指定値＋ 20KB）× 4
＋ -PrfTraceFileSize 指定値× -PrfTraceCount 指定値× 2｝× n
＋ 224KB × m
＋ 1120KB ×（64 ＋ p）
（凡例）
• n：PRF デーモンの数
• m：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザア
プリケーションのプロセス数
パフォーマンストレーサでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内
部トレースをファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されま
すが，プロセスが正常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理
は PRF デーモン起動時，および PRF デーモン起動後 24 時間ごとに実施しますが，
256 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256 ＋起
動中プロセス数」になります。
• p：起動中のシステム系プロセス数
パフォーマンストレーサでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースを
ファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されます。PRF デー
モン起動時，および PRF デーモン起動後 24 時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。
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上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，%PRFSPOOL% を作
成してください。

（2） AIX の場合
AIX を使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OS のマニュアルを参照してください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRF デーモンごとに算出します。計算式を次に示します。
● PRF デーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize 指定値× 1024 + 18496
共用メモリ用ファイルサイズは，環境変数 EXTSHM で設定します。計算式で算出した
値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。
（b） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limits ファイルの「nofiles」で設定します。
PRF デーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32 以上に設定してくだ
さい。
（c） $PRFSPOOL のディスク占有量
$PRFSPOOL のディスク占有量の計算式を次に示します。
● $PRFSPOOL のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 2.0MB
＋｛（-PrfTraceBufferSize 指定値＋ 20KB）× 4
＋ -PrfTraceFileSize 指定値× -PrfTraceCount 指定値× 2｝× n
＋ 224KB × m
＋ 1120KB ×（64 ＋ p）
（凡例）
• n：PRF デーモンの数
• m：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザア
プリケーションのプロセス数
パフォーマンストレーサでは，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内
部トレースをファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されま
すが，プロセスが正常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理
は PRF デーモン起動時，および PRF デーモン起動後 24 時間ごとに実施しますが，
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256 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256 ＋起
動中プロセス数」になります。
• p：起動中のシステム系プロセス数
パフォーマンストレーサでは，プロセスごとに，保守情報として内部トレースを
ファイルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されます。PRF デー
モン起動時，および PRF デーモン起動後 24 時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。
上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，$PRFSPOOL を作成
してください。

（3） HP-UX の場合
HP-UX を使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OS のマニュアルを参照してください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRF デーモンごとに算出します。計算式を次に示します。
● PRF デーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize 指定値× 1024 + 18496
共用メモリ用ファイルサイズは，Kernel Configuration の「shmmax」で設定します。
計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。
（b） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，Kernel Configuration の「maxfiles」で設定します。
PRF デーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32 以上に設定してくだ
さい。
（c） $PRFSPOOL のディスク占有量
$PRFSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。

（4） Linux の場合
Linux を使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
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終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OS のマニュアルを参照してください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRF デーモンごとに算出します。計算式を次に示します。
● PRF デーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize 指定値× 1024 + 18496
共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/sysctl.conf ファイルの「kernel.shmmax」で設定
します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してくださ
い。
（b） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limits.conf ファイルの「nofiles」で設定し
ます。PRF デーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32 以上に設定し
てください。
（c） $PRFSPOOL のディスク占有量
$PRFSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。

（5） Solaris の場合
Solaris を使用する場合，パフォーマンストレーサを使用するために，次の値を考慮して
カーネルパラメタを設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，パ
フォーマンストレーサのプロセスが起動できなかったり，動作中にリソース不足で異常
終了になったりするおそれがあります。なお，カーネルパラメタの設定については，使
用している OS のマニュアルを参照してください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
パフォーマンストレーサが使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）は，
PRF デーモンごとに算出します。計算式を次に示します。
● PRF デーモンごとの共用メモリの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = -PrfTraceBufferSize 指定値× 1024 + 18496
共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/system ファイルの「shmsys:shminfo_shmmax」
で設定します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定して
ください。
（b） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，/etc/system ファイルの「rlim_fd_max」で設定します。
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PRF デーモン起動時に使用するファイルディスクリプタの数は，32 以上に設定してくだ
さい。
（c） $PRFSPOOL のディスク占有量
$PRFSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。

2.4.5

CTM が使用するリソースの見積もり

CTM が使用するリソースの見積もりについて，OS ごとに説明します。なお，バッチア
プリケーションの実行環境では CTM は使用できません。

（1） Windows の場合
Windows を使用する場合に CTM が使用するリソースの見積もりについて説明します。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
CTM で使用する共用メモリ用ファイルサイズ（単位：バイト）の計算式について説明し
ます。CTM デーモンの場合は，複数の共用メモリを確保する必要があります。CTM
デーモン単位で固定長の共用メモリファイルと，可変長の共用メモリファイルがありま
す。それぞれのファイルサイズの計算式を次に示します。
● CTM ドメインマネジャの共用メモリ用ファイルサイズの計算式
共用メモリ用ファイルサイズ = 1018320 ＋（2362 × -CTMMaxCTM 指定値）
● CTM デーモンの共用メモリ用ファイルサイズの計算式
CTM デーモンの場合は，CTM デーモン単位で固定長の共用メモリ用ファイルと可変
長の共用メモリ用ファイルを確保する必要があります。
• 固定長の共用メモリ用ファイルサイズ =
551840 ＋ （1208 × -CTMQueueCount 指定値）
• 可変長の共用メモリ用ファイルサイズ =
1027008
＋（928 × -CTMClientConnectCount 指定値）
＋（256 × -CTMServerConnectCount 指定値）
＋（512 × -CTMEntryCount 指定値）
＋（1024 × -CTMServerCacheSize 指定値）
＋（512 × -CTMQueueCount 指定値）
＋（544 × -CTMQueueCount 指定値 × -CTMQueueRegistCount 指定値）
＋（512 × -CTMDispatchParallelCount 指定値）
（b） 稼働統計情報ファイルサイズ
稼働統計情報ファイルサイズ（単位：バイト）の計算式を次に示します。

56

2. インストールと初期設定

● オンライン開始から終了までに必要な稼働統計情報ファイルサイズの計算式
ファイルサイズ = A ＋ B
（凡例）
• A：
（オンライン開始から終了までに実行されるリクエストの数）×（1 リクエスト
で出力される情報量）
• B：
（オンライン開始から終了までの時間（分）／ ctmstsstart -CTMInterval に指定
した取得間隔）×（1 回に出力される CTM ノード単位，キュー単位統計情報量）
1 リクエストで出力される情報量と，1 回に出力される CTM ノード単位，キュー単位統
計情報量の計算式を次に示します。
● 1 リクエストで出力される情報量の計算式
情報量 = （↑（80 ＋ A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ 63）/ 64 ↑ × 64）× 3
（凡例）
• A：リクエストを実行するアプリケーションを管理している CTM ドメインのドメイ
ン長
• B：リクエストを実行するアプリケーションを管理している CTM デーモンの CTM
識別子の長さ
• C：キュー名称の長さ
• D：オペレーション名称の長さ
● 1 回に出力される CTM ノード単位，キュー単位統計情報量の計算式
統計情報量 = ↑（2144 ＋ 344 × キュー数＋ 63）/ 64 ↑ × 64
（c） %CTMSPOOL% のディスク占有量
%CTMSPOOL% のディスク占有量の計算式を次に示します。
● %CTMSPOOL% のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 7.0MB
＋（18.5MB ＋ 1.0MB × -CTMLogFileSize 指定値× -CTMLogFileCount 指定値）
×n
＋（1KB ＋ 0.5KB × k）×（m ＋ l）
＋ 1KB × m × j
＋ 224KB × p
＋ 1120KB ×（64 ＋ q）
＋ CTM ドメインマネジャの共有メモリ用ファイルサイズ× 5
＋ CTM デーモンの共有メモリ用ファイルサイズ× 5 × n
＋ CTM ドメインマネジャの core サイズ
＋ CTM デーモンの core サイズ× n
＋ CTM レギュレータの core サイズ× 3 × m
＋ OTM ゲートウェイの core サイズ× 3 × l
＋（-CTMStatsFileSize 指定値× -CTMStatsFileCount 指定値）× n
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（凡例）
• j：EJB の総数
• k：CTM レギュレータおよび OTM ゲートウェイに接続できるクライアント数
（-CTMClientConnectCount オプション指定値）
• l：OTM ゲートウェイの総数
• m：CTM レギュレータの総数
• n：CTM デーモンの数
• p：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザアプ
リケーションのプロセス数
CTM では，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内部トレースをファイ
ルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されますが，プロセスが正
常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理は CTM ドメインマ
ネジャ起動時，および CTM ドメインマネジャ起動後 24 時間ごとに実施しますが，
256 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256 ＋起
動中プロセス数」になります。
• q：起動中のシステム系プロセス数
CTM では，プロセスごとに，保守情報として内部トレースをファイルに出力しま
す。このファイルはプロセス起動時に作成されます。CTM ドメインマネジャ起動
時，および CTM ドメインマネジャ起動後 24 時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。
上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，%CTMSPOOL% を作
成してください。

（2） AIX の場合
AIX を使用する場合，CTM を使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタを設
定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTM のプロセスが起動でき
なかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。なお，
カーネルパラメタの設定については，使用している OS のマニュアルを参照してくださ
い。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
共用メモリ用ファイルサイズは，環境変数 EXTSHM で設定します。計算式で算出した
値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。なお，計算式について
は，Windows の場合と同じです。Windows の計算式を参照してください。
（b） 稼働統計情報ファイルサイズ
稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windows の場合と同じです。
Windows の計算式を参照してください。
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（c） ファイルディスクリプタ数
CTM デーモンでは，起動時のオプションを基に，次の計算式で示すように，プロセスで
使用できるファイルディスクリプタの数を増加させます。OS の設定値が，計算式で設定
した CTM デーモンで必要とするファイルディスクリプタの最大値に満たない場合には，
プロセス起動でエラー終了します。計算式を基に /etc/security/limits.conf ファイルの
「nofiles」を変更してください。
● CTM デーモンで必要とするファイルディスクリプタ数の最大値の計算式
最大値 = （A × 2 ＋ B × 4 ＋ C × 2 ＋ D × E ＋ F × EJB 数＋ G ＋ 100）/ 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM 値（ctmd が属する ctmdmd で指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount 値
• C：-CTMServerConnectCount 値
• D：-CTMQueueCount 値
• E：-CTMQueueRegistCount 値
• F：-CTMDispatchParallelCount 値
• G：Create を発行する EJB クライアントの総数
（d） $CTMSPOOL のディスク占有量
$CTMSPOOL のディスク占有量の計算式を次に示します。
● $CTMSPOOL のディスク占有量の計算式
ディスク占有量 = 7.0MB
＋（18.5MB ＋ 1.0MB × -CTMLogFileSize 指定値× -CTMLogFileCount 指定値）
×n
＋（1KB ＋ 0.5KB × k）×（m ＋ l）
＋ 1KB × m × j
＋ 224KB × p
＋ 1120KB ×（64 ＋ q）
＋ CTM ドメインマネジャの共有メモリ用ファイルサイズ× 5
＋ CTM デーモンの共有メモリ用ファイルサイズ× 5 × n
＋ CTM ドメインマネジャの core サイズ
＋ CTM デーモンの core サイズ× n
＋ CTM レギュレータの core サイズ× 3 × m
＋ OTM ゲートウェイの core サイズ× 3 × l
＋（-CTMStatsFileSize 指定値× -CTMStatsFileCount 指定値）× n
（凡例）
• j：EJB の総数
• k：CTM レギュレータおよび OTM ゲートウェイに接続できるクライアント数
（-CTMClientConnectCount オプション指定値）
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• l：OTM ゲートウェイの総数
• m：CTM レギュレータの総数
• n：CTM デーモンの数
• p：起動中のユーザアプリケーションのプロセス数と正常終了しなかったユーザアプ
リケーションのプロセス数
CTM では，ユーザアプリケーションごとに，保守情報として内部トレースをファイ
ルに出力します。このファイルはプロセス起動時に作成されますが，プロセスが正
常終了しない場合はファイルが残ります。ファイルの削除処理は CTM ドメインマ
ネジャ起動時，および CTM ドメインマネジャ起動後 24 時間ごとに実施しますが，
256 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「256 ＋起
動中プロセス数」になります。
• q：起動中のシステム系プロセス数
CTM では，プロセスごとに，保守情報として内部トレースをファイルに出力しま
す。このファイルはプロセス起動時に作成されます。CTM ドメインマネジャ起動
時，および CTM ドメインマネジャ起動後 24 時間ごとにファイル削除処理を実施し
ますが，64 ファイルは削除されないで残ります。このため，最大ファイル数は「64
＋起動中プロセス数」になります。
上記のディスク容量は目安です。このため，十分な余裕を持って，$CTMSPOOL を作成
してください。

（3） HP-UX の場合
HP-UX を使用する場合，CTM を使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタ
を設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTM のプロセスが起動
できなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。
なお，カーネルパラメタの設定については，使用している OS のマニュアルを参照して
ください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
共用メモリ用ファイルサイズは，Kernel Configuration の「shmmax」で設定します。
計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してください。なお，
計算式については，Windows の場合と同じです。Windows の計算式を参照してくださ
い。
（b） 稼働統計情報ファイルサイズ
稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windows の場合と同じです。
Windows の計算式を参照してください。
（c） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，Kernel Configuration の「maxfiles」で設定します。計
算式を基に「maxfiles」を変更してください。なお，計算式については，AIX の場合と
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同じです。AIX の計算式を参照してください。
（d） スレッド数
CTM デーモンでは，J2EE サーバの起動や J2EE アプリケーションの開始，および EJB
クライアントからの要求に対してスレッドが作成されます。計算式を基に，プロセスで
使用するスレッドの最大値を Kernel Configuration の「max_thread_proc」で変更して
ください。
● CTM デーモンで必要とするスレッド数の最大値の計算式
最大値 = （A × 4 ＋ B × 3 ＋ C × 2 ＋ D × E ＋ F ＋ G ＋ 32）/ 0.8
（凡例）
• A：-CTMMaxCTM 値（ctmd が属する ctmdmd で指定された値）
• B：-CTMClientConnectCount 値
• C：-CTMServerConnectCount 値
• D：-CTMQueueCount 値
• E：-CTMQueueRegistCount 値
• F：-CTMDispatchParallelCount 値
• G：Create を発行する EJB クライアントの総数
（e） $CTMSPOOL のディスク占有量
$CTMSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。

（4） Linux の場合
Linux を使用する場合，CTM を使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタを
設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTM のプロセスが起動で
きなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。な
お，カーネルパラメタの設定については，使用している OS のマニュアルを参照してく
ださい。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/sysctl.conf ファイルの「kernel.shmmax」で設定
します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定してくださ
い。なお，計算式については，Windows の場合と同じです。Windows の計算式を参照
してください。
（b） 稼働統計情報ファイルサイズ
稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windows の場合と同じです。
Windows の計算式を参照してください。
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（c） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，/etc/security/limits.conf ファイルの「nofiles」で設定し
ます。計算式を基に「nofiles」を変更してください。なお，計算式については，AIX の
場合と同じです。AIX の計算式を参照してください。
（d） $CTMSPOOL のディスク占有量
$CTMSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。

（5） Solaris の場合
Solaris を使用する場合，CTM を使用するために，次の値を考慮してカーネルパラメタ
を設定する必要があります。正しく設定できていない場合には，CTM のプロセスが起動
できなかったり，動作中にリソース不足で異常終了になったりするおそれがあります。
なお，カーネルパラメタの設定については，使用している OS のマニュアルを参照して
ください。
（a） 共用メモリ用ファイルサイズ
共用メモリ用ファイルサイズは，/etc/system ファイルの「shmsys:shminfo_shmmax」
で設定します。計算式で算出した値以上に共用メモリが割り当てられるように設定して
ください。なお，計算式については，Windows の場合と同じです。Windows の計算式
を参照してください。
（b） 稼働統計情報ファイルサイズ
稼働統計情報ファイルサイズの計算式については，Windows の場合と同じです。
Windows の計算式を参照してください。
（c） ファイルディスクリプタ数
ファイルディスクリプタ数は，計算式を基に /etc/system ファイルの「rlim_fd_max」で
設定します。計算式を基に「rlim_fd_max」を変更してください。なお，計算式につい
ては，AIX の場合と同じです。AIX の計算式を参照してください。
（d） $CTMSPOOL のディスク占有量
$CTMSPOOL のディスク占有量の計算式については，AIX の場合と同じです。AIX の計
算式を参照してください。
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2.5 Server Plug-in の設定
この節では，Server Plug-in を使用するための設定について説明します。Server Plug-in
を使用してリソースアダプタや J2EE アプリケーションの設定をする場合，あらかじめ，
Server Plug-in を使用するための設定をしておく必要があります。次に Server Plug-in
の設定の手順を示します。
1. Eclipse をインストールします。
インストールの手順については，Eclipse のドキュメントを参照してください。
2. Java 実行環境を指定します。
Eclipse を使用するには Java 実行環境が必要です。Java 実行環境の指定については，
「2.5.1 Java 実行環境の指定」を参照してください。
3. Server Plug-in を Eclipse に組み込みます。
Server Plug-in の組み込み手順については，
「2.5.2 Server Plug-in の組み込み手順」
を参照してください。
4. Management Server で，Server Plug-in を使用するための設定をします。
Server Plug-in が接続する Management Server で，Server Plug-in を使用するため
の設定をします。Server Plug-in を使用するための設定については，
「2.5.3 Server
Plug-in を使用するための Management Server の設定」を参照してください。
5. Server Plug-in の環境設定をします。
Server Plug-in の環境設定では，ホストへの接続情報を設定します。
Server Plug-in は Management Server に接続して，Management Server が管理して
いる運用管理ドメイン内の論理サーバの操作をします。このため，操作したい運用管
理ドメインが定義されているホストへの接続について設定します。
uCosminexus Operator の場合は，接続先の Application Server マシンで定義されて
いるホストについて，接続情報を設定します。
Server Plug-in の環境設定については，マニュアル「Cosminexus

アプリケーショ

ン設定操作ガイド」を参照してください。
また，必要に応じて，次の設定をしてください。
● Server Plug-in の表示言語の変更
Server Plug-in の表示言語を変更できます。Server Plug-in の表示言語は OS のロ
ケールに合わせて選択されますが，OS のロケールと異なる言語を表示させたい場合
は，次のどちらかの方法で言語を指定してください。
• Eclipse で提供されている eclipse.ini ファイル内に次の行を追加する。
-vmargs
-Duser.language=en ※
• Eclipse の起動引数に次の内容を指定する。
exlipse.exe -vmargs -Duser.language=en ※
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注※
英語表示の場合は「en」
，日本語表示の場合は「ja」を指定します。
● コンテナ拡張ライブラリを使用するための設定
コンテナ拡張ライブラリを使用する場合は，運用管理エージェントのシステムクラス
パスの設定が必要になります。さらに，コンテナ拡張ライブラリから JNI 機能を使用
する場合には，運用管理エージェントのライブラリパスの設定が必要になります。
• システムクラスパスの設定
adminagentuser.cfg の add.class.path キーに，コンテナ拡張ライブラリ用の JAR
ファイルのパスを指定します。
• ライブラリパスの設定
adminagentuser.cfg の add.library.path キーに，JNI 用ライブラリの検索パスを指
定します。
ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。コンテナ拡張ライブラリの機能の詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus

2.5.1

機能解説」を参照してください。

Java 実行環境の指定

Eclipse を使用するには Java 実行環境が必要です。Eclipse をインストールしたあと，
次のどちらかの方法で Java 実行環境を指定してください。
● 環境変数 PATH の指定
環境変数 PATH に次のパスを指定してください。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥jdk¥bin
● Eclipse の起動引数の指定
Eclipse の起動引数に Java 仮想マシンを指定して起動します。
Eclipse.exe -vm "<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥jdk¥bin¥javaw.exe"

2.5.2

Server Plug-in の組み込み手順

Server Plug-in を Eclipse に組み込みます。組み込み手順を次に示します。
1. Eclipse を起動し，メニューから［ヘルプ］−［ソフトウェアの更新］−［構成の管
理］を実行します。
［製品構成］ダイアログが表示されます。
2. 左ペインのツリービューでコンテキストメニューを表示させて［追加］−［拡張ロ
ケーション］を選択します。
［フォルダの参照］ダイアログが表示されます。
3. 次のフォルダを指定します。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥plugins¥eclipse
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4. ［OK］ボタンをクリックします。
［インストール / 更新］ダイアログが表示されます。
5. ［インストール / 更新］ダイアログに［変更を適用］ボタンがある場合は［変更を適
用］ボタンを，
［変更を適用］ボタンがない場合は［はい］ボタンをクリックしてく
ださい。
•［変更を適用］ボタンがある場合
パースペクティブの変更の受け入れを確認するダイアログが表示されます。ここ
で，［はい］ボタンをクリックして，手動で再起動します。再起動されると組み込
みは完了です。
•［変更を適用］ボタンがない場合
［はい］ボタンをクリックすると，再起動が実行されます。再起動されると，組み
込みは完了です。
Server Plug-in が正しく組み込まれたかどうかについては，メニューから［ヘルプ］−
［ソフトウェアの更新］−［構成の管理］を選択して表示される，［製品構成］ダイアロ
グで確認できます。
Cosminexus を再インストールしたときの注意事項
バージョンアップなどによって Cosminexus を再インストールした場合，次に示す
操作を行ってから，Server Plug-in を Eclipse に組み込む必要があります。
• 拡張ロケーションの削除
拡張ロケーションを削除して再度プラグインを組み込みます。拡張ロケーション
の削除は Eclipse のインストール先（eclipse.exe があるフォルダ）で次のコマン
ドを実行します。
java -cp startup.jar org.eclipse.core.launcher.Main
-application org.eclipse.update.core.standaloneUpdate
-command removeSite
-to "<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥plugins¥eclipse"
• Eclipse の起動引数の指定
Eclipse の起動引数に -clean を指定して再起動します。
eclipse.exe -clean

2.5.3

Server Plug-in を使用するための Management Server
の設定

Server Plug-in を使用するための設定を，Server Plug-in の接続先となる Management
Server で実施します。設定をするには，Management Server が配置されているサーバ
にある mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）に，プロパティを
追加します。なお，設定した情報を Management Server に反映させるためには，プロ
パティの追加後，必ず，Management Server および運用管理エージェントを再起動して
ください。
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次に，mserver.properties の格納先と mserver.properties に追加するプロパティを示し
ます。
• mserver.properties の格納先
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥mserver.properties
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/mserver.properties

！

注意事項
uCosminexus Operator を使用している場合など，Server Plug-in がインストールされてい
るマシンと Management Server が配置されているマシンが別の場合は，Management
Server が配置されているマシンにある mserver.properties で設定します。

• 追加するプロパティ
com.cosminexus.mngsvr.management.enabled=true
com.cosminexus.mngsvr.management.connector.enabled=true
com.cosminexus.mngsvr.management.port=28099 ※
注※
設定を省略した場合，デフォルトで 28099 が設定されます。なお，このキーの値
を 28099 以外に設定した場合は，Server Plug-in の「リモート管理機能に接続す
るための環境設定」の「接続ポート番号」の値を，
com.cosminexus.mngsvr.management.port キーに設定した値に変更する必要が
あります。リモート管理機能に接続するための環境設定については，マニュアル
「Cosminexus

アプリケーション設定操作ガイド」の Server Plug-in の環境設定

に関する説明を参照してください。
また，Server Plug-in の画面上に，論理 J2EE サーバおよび論理ユーザサーバのコン
ソール出力情報を表示させたい場合は，設定が必要になります。コンソール出力情報を
表示するための設定については，「5.12 コンソールログの取得の設定」を参照してくだ
さい。
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2.6 インストール後のディレクトリ構成
この節では，次の製品のインストール後のディレクトリ構成について説明します。
• Application Server
• uCosminexus Client
• Web Redirector
• uCosminexus Operator
このマニュアルでは，各製品のインストールディレクトリのことを，
「Cosminexus のイ
ンストールディレクトリ」と表記します。インストールディレクトリを次に示します。
• Windows のインストールディレクトリ（デフォルト）
<OS インストールドライブ >:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus
• UNIX のインストールディレクトリ
/opt/Cosminexus

2.6.1

Application Server のディレクトリ構成

ここでは，Application Server のディレクトリ構成について説明します。また，
Application Server の構成ソフトウェアのうち，Cosminexus Component Container と
Cosminexus DABroker Library のディレクトリ構成について説明します。

（1） Application Server のディレクトリ構成
Application Server のディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 2-3 Application Server のディレクトリ構成（Windows の場合）
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図 2-4 Application Server のディレクトリ構成（UNIX の場合）

（2） Cosminexus Component Container のディレクトリ構成
Cosminexus Component Container のディレクトリ構成を次の表に示します。
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表 2-7 Cosminexus Component Container のディレクトリ構成
ディレクトリ
CC

batch

client
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Cosminexus Component Container の提供する
機能のうち，コンテナなどの基盤部分の機能を
提供するディレクトリです。
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC（Windows の場合）
，または /opt/
Cosminexus/CC（UNIX の場合）です。

−

admin

説明

−

J2EE サーバ管理用ディレクトリです。

bin

サーバ管理コマンド格納用ディレクトリです。

dtds

CUI 用の DTD ファイル格納用ディレクトリで
す。

logs

サーバ管理コマンドのログ格納用ディレクトリ
です。

sysconf

サーバ管理コマンドのシステム定義ファイル格
納用ディレクトリです。ただし，修正禁止です。

templates

属性ファイルのテンプレート格納用ディレクト
リです。

usrconf

サーバ管理コマンドのユーザ定義ファイル格納
用ディレクトリです（カスタマイズ用）。

−

バッチアプリケーション用のディレクトリです。

bin

バッチアプリケーションの実行ファイル格納用
ディレクトリです。

logs

バッチアプリケーションのログ出力用ディレク
トリです。

sysconf

バッチアプリケーションのシステム定義ファイ
ル格納用ディレクトリです。ただし，修正禁止
です。

templates

バッチアプリケーションのユーザ定義ファイル
のひな型格納用ディレクトリです。

−

EJB クライアントアプリケーション用のディレ
クトリです。

bin

EJB クライアントアプリケーションの実行ファ
イル格納用ディレクトリです。

lib

EJB クライアントアプリケーションの JAR
ファイル格納用ディレクトリです。

logs

EJB クライアントアプリケーションのログ出力
用ディレクトリです。

sysconf

EJB クライアントアプリケーションのシステム
定義ファイル格納用ディレクトリです。ただし，
修正禁止です。

templates

EJB クライアントアプリケーションのユーザ定
義ファイルのひな型格納用ディレクトリです。
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ディレクトリ
DBConn
ector

説明

−

DB Connector の RAR ファイル格納用ディレク
トリです。

ReliableMessaging

DB Connector for Cosminexus RM の RAR ファ
イル格納用ディレクトリです。

ClusterPool

コネクションプールのクラスタ化機能を使用す
る場合の RAR ファイル格納用ディレクトリで
す。

docs

ドキュメント格納ディレクトリです。

examples

サンプルプログラム格納用ディレクトリです。

lib

Cosminexus Component Container 用クラスラ
イブラリファイル格納用ディレクトリです。

logs

インストール時のログ格納用ディレクトリです。

server

−

−

bin

J2EE サーバ用コマンドツール格納用ディレク
トリです。

lib

−

J2EE サーバ用ライブラリファイル格納用ディ
レクトリです。

dtds

Cosminexus Component Container で使用する
DTD ファイル格納用ディレクトリです。ただ
し，修正禁止です。

schemas

J2EE 1.4 の DD 用スキーマ定義ファイル格納用
ディレクトリです。

public

J2EE サーバのデフォルトの作業用ディレクト
リです。

repository

一時作業用ディレクトリです。

sysconf

システム定義用ファイル格納用ディレクトリで
す。ただし，修正禁止です。

templates

コンフィグレーションファイルやプロパティ
ファイルなどのひな型格納用ディレクトリです。

usrconf

−
ejb

sfo

−
−

−

<
ロー
カル
ホス
ト名
>

J2EE サーバのユーザ定義ファイルの格納用
ディレクトリです（カスタマイズ用）
。

−

セッションフェイルオーバ機能用ディレクトリ
です。

lib

セッションフェイルオーバ機能用ライブラリ格
納用ディレクトリです。
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ディレクトリ

説明

sfo_server

SFO サーバアプリケーション格納用ディレクト
リです。

sfo_war

セッションフェイルオーバ機能用の Web アプリ
ケーションの DD（web.xml）格納用ディレク
トリです。

spool

−

一時ディレクトリです。

web

−

サーブレットエンジンモード用ルートディレク
トリです。

bin

サーブレットエンジンモード用コマンドツール
格納ディレクトリです。

container
s

−
< ロー
カルホ
スト名
>

jdbc
redirecto
r

manag
er

−

−

usrco
nf

< ローカルホスト名 > 用のユーザ定義ファイル
格納用ディレクトリです。

weba
pps

< ローカルホスト名 > 用の Web アプリケーショ
ン格納用ディレクトリです。
サーブレットエンジンモード用コネクション
プール機能管理ツール格納用ディレクトリです。

−

リダイレクタ本体／定義ファイル格納用ディレ
クトリです。

sysconf

システム定義ファイル格納用ディレクトリです。
ただし，修正禁止です。

templates

ユーザ定義ファイルのひな型格納用ディレクト
リです。ただし，修正禁止です。

−

Cosminexus Component Container の提供する
機能のうち，Cosminexus の運用管理機能を提
供するディレクトリです。

bin

運用管理機能で使用するコマンドなどの格納用
ディレクトリです。

config

containe
rs

−

運用管理機能で使用する定義ファイルなどの格
納用ディレクトリです。

templates

運用管理機能で使用する定義ファイルのサンプ
ル格納用ディレクトリです。

−

−

m
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−

−

usrconf

ユーザ認証情報定義ファイル格納用ディレクト
リです。
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ディレクトリ

説明
webap
ps

−

−

mngs
vr

Management Server の動作ファイル格納用
ディレクトリです。

WEB
-INF

web.xml 格納用ディレクトリです。

examples

ユーザ管理のサンプル格納用ディレクトリです。

lib

ライブラリファイル格納用ディレクトリです。

log

ログ出力先ディレクトリです。

modules

統合ユーザ管理フレームワークのカスタムログ
インモジュール格納用ディレクトリです。

spool

−

ログ収集先ディレクトリです。

mibs

MIB 格納用ディレクトリです。

tmp

一時的なワークディレクトリです。

apps

デフォルトのアプリケーション登録用ディレク
トリです。

external
s

−
jp1

compat3

−

JP1 連携用ファイル格納用ディレクトリです。
なお，このディレクトリは Windows 用です。

ajs2_custom_job
s

カスタムジョブ格納用ディレクトリです。

mngsvrmonitor

モニタ起動コマンド格納用ディレクトリです。

ScenarioTempla
te

シナリオテンプレート格納用ディレクトリです。

−

旧バージョンの Management Server の動作
ファイル格納用ディレクトリです。
なお，このディレクトリは Windows，AIX，
HP-UX，Solaris 用です。

bin

運用管理機能で使用するコマンドなどの格納用
ディレクトリです。

config

setup

−

−

運用管理機能で使用する定義ファイルなどの格
納用ディレクトリです。

Administrator

ユーザパスワードやユーザ登録情報などの格納
用ディレクトリです。

fwj

業務ごとのプロパティファイル格納用ディレク
トリです。

log

トレースファイル格納用ディレクトリです。

tmp

一時的なワークディレクトリです。

−

セットアップウィザードディレクトリです。
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ディレクトリ

説明

bin

−

config

セットアップ情報を保持するファイルなどを格
納するディレクトリです。

lib

−

log

セットアップウィザードのトレースファイル用
ディレクトリです。

tmp

セットアップウィザードの一時的なワークディ
レクトリです。

c4web

Cosminexus Component Container の提供する
機能のうち，SOAP アプリケーション実行基盤
の機能を提供するディレクトリです。

CWC

Cosminexus Component Container の提供する
機能のうち，Web アプリケーション開発に利用
する機能を提供するディレクトリです。

plugin
s

−

Cosminexus Component Container の提供する
機能のうち，Server Plug-in の機能を提供する
ディレクトリです。
なお，このディレクトリは Windows 用です。

eclipse

Eclipse へ組み込み時に指定するフォルダです。

（3） Cosminexus DABroker Library のディレクトリ構成
Cosminexus DABroker Library のディレクトリ構成を次の表に示します。
表 2-8 Cosminexus DABroker Library のディレクトリ構成（Windows の場合）
ディレクトリ
DAB

−

Cosminexus DABroker Library のインストールディレクトリ※で
す。

bin

ヘルプファイル格納用ディレクトリです。

lib

ライブラリ格納用ディレクトリです。

msg

メッセージファイル格納用ディレクトリです。

spo
ol

DABJ
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−

トレースファイル，ログファイル格納用ディレクトリです。

dabcltrc

−

dabdump

−

db_access

−

tmp

作業ディレクトリです。

−

Cosminexus DABroker Library の JDBC ドライバのインストール
ディレクトリです。
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表 2-9 Cosminexus DABroker Library のディレクトリ構成（UNIX の場合）
ディレクトリ

説明

Cosminex
us

DABJ

Cosminexus DABroker Library の JDBC ドライバのインストール
ディレクトリです。

DABroker

−

Cosminexus DABroker Library のインストールディレクトリ※で
す。

bin

実行コマンド格納用ディレクトリです。

lib

ライブラリ格納用ディレクトリです。

obj

オブジェクトファイル格納用ディレクトリです。

AGT

エージェント処理用ディレクトリです。

AGTGRP

グループ管理用ディレクトリです。

msg

メッセージファイル格納用ディレクトリです。

sample

サンプルファイル格納用ディレクトリです。

conf

定義ファイル格納用ディレクトリです。

spool

トレースファイル，ログファイル格納用ディレクトリです。

注※

このマニュアルでは，Cosminexus DABroker Library のインストールディレクトリのこと

を，Cosminexus DABroker Library 運用ディレクトリと呼びます。

2.6.2

uCosminexus Client のディレクトリ構成

uCosminexus Client と，その構成ソフトウェアである Cosminexus Component
Container - Client のディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 2-5 uCosminexus Client のディレクトリ構成

2.6.3

Web Redirector のディレクトリ構成

Web Redirector と，その構成ソフトウェアである Cosminexus Component Container Redirector のディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 2-6 Web Redirector のディレクトリ構成（Windows の場合）

図 2-7 Web Redirector のディレクトリ構成（UNIX の場合）

2.6.4

uCosminexus Operator のディレクトリ構成

uCosminexus Operator のディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 2-8 uCosminexus Operator のディレクトリ構成
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2.7 J2EE サーバの作業ディレクトリ
J2EE サーバは作業ディレクトリ中にサーバ名やアプリケーションの表示名，EAR ファ
イル中のファイルなどを用いてディレクトリやファイルを生成します。ディレクトリ名
やファイル名，パス全体の長さには上限があり，作業ディレクトリ全体がパス全体の上
限に収まらないと J2EE サーバは正常に動作できません。この節では，作業ディレクト
リの構成と作業ディレクトリのパス長の見積もり式について説明します。

2.7.1

J2EE サーバの作業ディレクトリの構成

J2EE サーバの作業ディレクトリは，J2EE サーバが動作する上で必要な作業領域です。
この領域には，ユーザのパスワード情報，インポートされたリソースアダプタ，EAR
ファイル，EJB-JAR ファイル，WAR ファイル，作成された J2EE アプリケーションな
どの情報が格納されます。
• J2EE サーバは，作業ディレクトリ以下に J2EE サーバごとの専用ディレクトリ構造
を持ちます。このため，複数の J2EE サーバで共通のディレクトリを指定できます。
• 作業ディレクトリを変更して J2EE サーバを開始すると，既存の J2EE アプリケー
ションなどは利用できません。
• 作業ディレクトリを別のマシンに移動した場合，別のマシン上の J2EE サーバでは認
識できません。
• 作業ディレクトリでは，2 バイトコードを含むパス名称を利用できません。
• 作業ディレクトリのデフォルトを次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥public
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/public
作業ディレクトリは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，ejb.public.directory パラメタで変更できます。
J2EE サーバには，次の作業ディレクトリがあります。
• J2EE アプリケーション（コンフィグレーション関連）
• J2EE アプリケーション（デプロイ関連）
• J2EE リソース
• J2EE リソースアダプタ（コンフィグレーション関連）
• J2EE リソースアダプタ（デプロイ関連）
• Web アプリケーション（JSP 関連）
• Web アプリケーション（その他）
上記の作業ディレクトリの構成についてそれぞれ説明します。また，移行コマンド実行
後のディレクトリ構成についても説明します。
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ディレクトリ構成を図で示したあと，各ディレクトリを説明します。なお，図中の番号
と説明の番号は対応しています。また，図中では，同一ディレクトリに複数の種類の
ファイルが入る場合は，いちばん長いファイル名だけを記載しています。

（1） J2EE アプリケーション（コンフィグレーション関連）
J2EE アプリケーション（コンフィグレーション関連）のディレクトリ構成を次の図に示
します。
図 2-9 J2EE アプリケーション（コンフィグレーション関連）のディレクトリ構成

1. J2EE アプリケーションごとに作られるディレクトリです。※
2. EAR ファイルをインポートした場合に作られるディレクトリです。ディレクトリ名
は EAR ファイル名を基に付けられます。
3. EAR ファイルは，17 けたの数字 .ear の名前でここに格納されます。
4. EJB-JAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は EJB-JAR
ファイル名を基に付けられます。
5. EJB-JAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。
6. ライブラリ JAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名はライ
ブラリ JAR ファイル名を基に付けられます。
7. ライブラリ JAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。
8. RAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は RAR ファイル名
を基に付けられます。
9. RAR ファイルは，17 けたの数字 .rar の名前でここに格納されます。
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10.WAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は WAR ファイル
名を基に付けられます。
11. WAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。
注※
J2EE アプリケーションを含んだまま 06-70 よりも前のバージョンからアップグ
レードインストールした場合，ディレクトリ名はアプリケーション名で作成されま
す。ただし，アプリケーション名の文字のうち，汎用文字，数字，_（アンダー
バー）以外の文字は，_（アンダーバー）に置き換えられます。置換対象の文字が続
けて出現する場合は一つの _（アンダーバー）にまとめられます。それ以外の場合
は，16 進数 8 けたの文字列が用いられます。

（2） J2EE アプリケーション（デプロイ関連）
J2EE アプリケーション（デプロイ関連）のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-10

J2EE アプリケーション（デプロイ関連）のディレクトリ構成

1. J2EE アプリケーションごとに作られるディレクトリです。※
2. J2EE アプリケーションの開始時に作られるファイルです。J2EE アプリケーション
中にホーム，リモートインタフェース，java.rmi.Remote を実装したインタフェース
があると，それらのパッケージ名やクラス名を基にファイルが作られます。
3. J2EE アプリケーションの開始時に作られるファイルです。J2EE アプリケーション
中にホーム，リモート，ローカル，ローカルホームインタフェースがあると，それら
のパッケージ名やクラス名を基にファイルが作られます。
注※
J2EE アプリケーションを含んだまま 06-70 よりも前のバージョンからアップグ
レードインストールした場合，ディレクトリ名はアプリケーション名で作成されま
す。ただし，アプリケーション名の文字のうち，汎用文字，数字，_（アンダー
バー）以外の文字は，_（アンダーバー）に置き換えられます。置換対象の文字が続
けて出現する場合は一つの _（アンダーバー）にまとめられます。それ以外の場合
は，16 進数 8 けたの文字列が用いられます。
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（3） J2EE リソース
J2EE リソースのディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-11 J2EE リソースのディレクトリ構成

1. EJB-JAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は EJB-JAR
ファイル名を基に付けられます。
2. EJB-JAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。
3. データソースごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は JDBC ドライバの
ファイル名を基に付けられます。
4. JDBC ドライバのファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。
5. JavaMail の設定ごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は ejbmail を基
に付けられます。
6. JavaMail の設定を保存したファイルがここに保存されます。
7. RAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は RAR ファイル名
を基に付けられます。
8. RAR ファイルは，17 けたの数字 .rar の名前でここに格納されます。
9. WAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は WAR ファイル
名を基に付けられます。
10.WAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されます。

（4） J2EE リソースアダプタ（コンフィグレーション関連）
J2EE リソースアダプタ（コンフィグレーション関連）のディレクトリ構成を次の図に示
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します。
図 2-12

J2EE リソースアダプタ（コンフィグレーション関連）のディレクトリ構成

1. RAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は RAR ファイル名
を基に付けられます。
2. RAR ファイルは，17 けたの数字 .rar の名前でここに格納されます。

（5） J2EE リソースアダプタ（デプロイ関連）
J2EE リソースアダプタ（デプロイ関連）のディレクトリ構成を次の図に示します。な
お，図中では，同一ディレクトリに複数の種類のファイルが入る場合は，いちばん長い
ファイル名だけを記載しています。
図 2-13

J2EE リソースアダプタ（デプロイ関連）のディレクトリ構成

1. RAR ファイル内の JAR ファイルは，17 けたの数字 .jar の名前でここに格納されま
す。
2. RAR ファイル内のネイティブライブラリファイルは，ここに格納されます。

（6） Web アプリケーション（JSP 関連）
Web アプリケーション（JSP 関連）のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-14

Web アプリケーション（JSP 関連）のディレクトリ構成

1. コンテキストルートに指定した名前でディレクトリが作られます。/ が含まれている
場合は 3 文字の文字列に置き換えられます。

83

2. インストールと初期設定

2. JSP をコンパイルしてできたクラスファイルが格納されます。JSP のファイル名に英
数字以外の文字が含まれている場合は，それぞれ 6 文字の文字列に置き換えられま
す。また，ファイル名が数字で始まる場合は 1 文字付加されます。

（7） Web アプリケーション（その他）
Web アプリケーション（その他）のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-15

Web アプリケーション（その他）のディレクトリ構成

1. コンテキストルートに指定した名前でディレクトリが作られます。/ が含まれている
場合は 3 文字の文字列に置き換えられます。
2. WAR ファイルに含まれているファイルがここに解凍されます。

（8） J2EE サーバ，または Web コンテナサーバの移行コマンド実行後の
ディレクトリ構成
J2EE サーバ，または Web コンテナサーバの移行コマンド実行時，作業ディレクトリの
下に作業ディレクトリ _old の名前でディレクトリを作成し，そこに旧バージョンの作業
ディレクトリ下のファイルを退避します。将来，アップグレードインストールをするた
めには，パス長に作業ディレクトリ _old 分の余裕が必要です。J2EE サーバ，または
Web コンテナサーバの移行コマンド実行後のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-16

J2EE サーバ，または Web コンテナサーバの移行コマンド実行後のディレクト
リ構成

（9） リソースアダプタの移行コマンド実行後のディレクトリ構成
リソースアダプタの移行コマンド実行時，rarupdate_bk の名前でディレクトリを作成
し，各 J2EE サーバのリソースアダプタのファイルを退避します。作業ディレクトリが
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「・・・¥< ディレクトリ名 >，または・・・/< ディレクトリ名 >」の場合，バックアッ
プ RAR ディレクトリは，「・・・¥< ディレクトリ名 >¥rarupdate_bk，または・・・/<
ディレクトリ名 >/rarupdate_bk」になります。リソースアダプタの移行コマンド実行後
のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-17

リソースアダプタの移行コマンド実行後のディレクトリ構成

作業ディレクトリの下に rarupdate_bk のパス長を追加する余裕がない場合は，移行コマ
ンド実行時に -backupto オプションでバックアップ先ディレクトリを指定し，パス長に
余裕がある領域にファイルを退避できます。-backupto オプションを使用する場合のリ
ソースアダプタの移行コマンド実行後のディレクトリ構成を次の図に示します。
図 2-18

リソースアダプタの移行コマンド実行後のディレクトリ構成（-backupto オプ
ションでバックアップ先ディレクトリを指定する場合）

2.7.2 作業ディレクトリのパス長の見積もり式
作業ディレクトリのパス長の見積もり式は次のようになります（単位：バイト）
。これら
の式がすべて満たされるように，各種パラメタを調整してください。なお，見積もり式
中の「最大パス長」とは，OS で規定されているパス長の制限のことです。OS のパス長
の制限については，ご使用の OS のドキュメントなどで確認してください。
• A+2 × B+C+D+E+58 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+E'+61 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+E''+50 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+D+（F+37 または M+68 のどちらか大きい方の値）+23 ≦最大パス長
（F ≦ 35 の場合は 35 で換算）
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• A+2 × B+C+G+22 ≦最大パス長（G ≦ 18 の場合は 18 で換算）
• A+B+C+H+I+8 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+J+34 ≦最大パス長
• J+K+18 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+L+43 ≦最大パス長（Cosminexus RM 使用時）
• K+L+27 ≦最大パス長（Cosminexus RM 使用時）
• A+2 × B+C+H+L+I+N+22 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+H+L+O+N+39 ≦最大パス長
• P+H+I+N+3 ≦最大パス長
• O+H+M+N+20 ≦最大パス長
（凡例）
A：作業ディレクトリまでのパスの長さ
B：作業ディレクトリ名の長さ
C：最も長いサーバ名の長さ
D：最も長い J2EE アプリケーション名の長さ
E：インポートしたときの EJB-JAR ファイル，WAR ファイル，RAR ファイル，ラ
イブラリ JAR，EAR のファイル名のうち，最も長いファイル名（EAR ファイルに
含まれているファイルも含む）の長さ
E'：インポートしたときの EJB-JAR ファイル，WAR ファイル，RAR ファイル，
JDBC ドライバ，メールのファイル名のうち，最も長いファイル名（EAR ファイル
に含まれているファイルも含む）の長さ（メールは 7 で換算）
E''：インポートしたときの RAR ファイル名のうち，最も長いファイル名の長さ
F：J2EE アプリケーションに含まれる EJB のインタフェースクラス，
java.rmi.Remote を実装したインタフェースやクラス，EJB のコンポーネントクラ
スのうち，最も長いファイル名（パッケージ名も含む）の長さ
G：ネイティブライブラリファイルのうち，最も長いファイル名の長さ
H：最も長いコンテキストルートの長さ（/ を含む場合は / × 3 で換算）
I：WAR ファイル内で最も長いパスの長さ
J：最も長いリソースアダプタ表示名の長さ
K：ログファイル出力先ディレクトリのパスの長さ（簡易構築定義ファイルの論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ejb.server.log.directory
パラメタで指定する値）
L：最も長い Cosminexus RM の表示名の長さ
M：J2EE アプリケーションに含まれる EJB の Bean クラスのうち，最も長いクラ
ス名（パッケージ名を含まない）の長さ
N：最も長い JSP ／タグファイルコンパイル結果のクラス名の長さ
O：最も長いタグファイルのパッケージ名の長さ
P：JSP 用テンポラリディレクトリまでのパスの長さ
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2.8 バッチサーバの作業ディレクトリ
バッチサーバは作業ディレクトリ中にサーバ名などを用いてディレクトリやファイルを
生成します。ディレクトリ名やファイル名，パス全体の長さには上限があり，作業ディ
レクトリ全体がパス全体の上限に収まらないとバッチサーバは正常に動作できません。
この節では，作業ディレクトリの構成と作業ディレクトリのパス長の見積もり式につい
て説明します。

2.8.1 バッチサーバの作業ディレクトリの構成
バッチサーバの作業ディレクトリは，バッチサーバが動作する上で必要な作業領域です。
この領域には，ユーザのパスワード情報，インポートされたリソースアダプタなどの情
報が格納されます。
• バッチサーバは，作業ディレクトリ以下にバッチサーバごとの専用ディレクトリ構造
を持ちます。このため，複数のバッチサーバで共通のディレクトリを指定できます。
• 作業ディレクトリを別のマシンに移動した場合，別のマシン上のバッチサーバでは認
識できません。
• 作業ディレクトリでは，2 バイトコードを含むパス名称を利用できません。
• 作業ディレクトリのデフォルトを次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥public
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/public
作業ディレクトリは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，ejb.public.directory パラメタで変更できます。
バッチサーバには，次の作業ディレクトリがあります。
1. J2EE リソース
2. J2EE リソースアダプタ（コンフィグレーション関連）
3. J2EE リソースアダプタ（デプロイ関連）
なお，2. および 3. は J2EE サーバの場合と同じです。詳細は，
「2.7.1(4)
スアダプタ（コンフィグレーション関連）
」および「2.7.1(5)

J2EE リソー

J2EE リソースアダプタ

（デプロイ関連）」を参照してください。
ここでは，J2EE リソースの作業ディレクトリの構成について説明します。また，移行コ
マンド実行後のディレクトリ構成についても説明します。

（1） J2EE リソース
J2EE リソースのディレクトリ構成を図で示したあと，各ディレクトリを説明します。な
お，図中の番号と説明の番号は対応しています。また，図中では，同一ディレクトリに
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複数の種類のファイルが入る場合は，いちばん長いファイル名だけを記載しています。
図 2-19

J2EE リソースのディレクトリ構成

1. RAR ファイルごとに作られるディレクトリです。ディレクトリ名は RAR ファイル名
を基に付けられます。
2. RAR ファイルは，17 けたの数字 .rar の名前でここに格納されます。

（2） バッチサーバの移行コマンド実行後のディレクトリ構成
バッチサーバの移行コマンド実行時，作業ディレクトリの下に作業ディレクトリ _old の
名前でディレクトリを作成し，そこに旧バージョンの作業ディレクトリ下のファイルを
退避します。バッチサーバの移行コマンド実行後のディレクトリ構成は，J2EE サーバの
場合と同じです。詳細は，「2.7.1(8)

J2EE サーバ，または Web コンテナサーバの移行

コマンド実行後のディレクトリ構成」を参照してください。この際，「J2EE サーバ」を
「バッチサーバ」に置き換えてお読みください。

（3） リソースアダプタの移行コマンド実行後のディレクトリ構成
リソースアダプタの移行コマンド実行時，rarupdate_bk の名前でディレクトリを作成
し，各バッチサーバのリソースアダプタのファイルを退避します。リソースアダプタの
移行コマンド実行後のディレクトリ構成については，「2.7.1(9)

リソースアダプタの移

行コマンド実行後のディレクトリ構成」を参照してください。

2.8.2

作業ディレクトリのパス長の見積もり式

作業ディレクトリのパス長の見積もり式は次のようになります（単位：バイト）。これら
の式がすべて満たされるように，各種パラメタを調整してください。なお，見積もり式
中の「最大パス長」とは，OS で規定されているパス長の制限のことです。OS のパス長
の制限については，ご使用の OS のドキュメントなどで確認してください。
• A+2 × B+C+D+61 ≦最大パス長
• A+2 × B+C+E+34 ≦最大パス長
• E+F+18 ≦最大パス長
（凡例）
A：作業ディレクトリまでのパスの長さ
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B：作業ディレクトリ名の長さ
C：最も長いサーバ名の長さ
D：インポートしたときの RAR ファイル名のうち，最も長いファイル名の長さ
E：最も長いリソースアダプタ表示名の長さ
F：ログファイル出力先ディレクトリのパスの長さ（簡易構築定義ファイルの論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ejb.server.log.directory
パラメタで指定する値）
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2.9 複数の構築済み実行環境を切り替えるため
の設定（UNIX の場合）
Cosminexus では，1 台のマシンに複数の構築済み実行環境を共存させ，それぞれの実行
環境を切り替える機能を提供しています。切り替えられる環境は，UNIX 環境に，
Application Server Standard および Application Server Enterprise で構築した実行環境
です。
また，構築済み実行環境の切り替えで使用できる機能には，退避機能，回復機能，削除
機能，および退避環境一覧出力機能があります。構築済み実行環境の切り替えによって，
同一製品のバージョンやパッチの違い，設定内容の違いなどによるシステムの動作を，1
台のマシンで検証できます。
この節では，1 台のマシンに，構築済み実行環境を複数共存させ，切り替えて運用するた
めの設定について説明します。
なお，各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。

2.9.1

構築済み実行環境を切り替えるための準備

ここでは，構築済み実行環境を切り替えるために必要な準備について説明します。
準備として次の作業が必要です。
• 退避対象外のファイルの退避
• ディスク容量の確認

（1） 退避対象外のファイルの退避
構築済み実行環境を切り替える場合，cosmienv コマンドを使用して，構築済み実行環境
から退避環境を作成します。cosmienv コマンドによって作成される退避環境には，ユー
ザ任意の定義ファイルや，ログファイル，プロパティの設定によって作成されたファイ
ルなどは含まれません。このため，cosmienv コマンドを実行する前に，退避対象外の
ファイルのうち，Cosminexus の動作に必要なファイルは，あらかじめ退避しておく必
要があります。
なお，実行環境の回復時には，退避したファイルを回復した実行環境に戻す作業が必要
になります。
（a） 退避作業が必要なファイル
退避対象外のファイルのうち，退避作業が必要なファイルと作業方法を次の表に示しま
す。これらのファイルは，Cosminexus の動作に影響があるため，必ず退避作業を実施
してください。なお，実行環境の回復時には，退避したファイルを回復した実行環境の
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退避元フォルダに戻す作業が必要になります。
表 2-10

退避作業が必要なファイルと作業方法

項
番

ファイルまたはディレクトリ名

作業方法

備考

構成ソフト
ウェア

1

簡易構築定義ファイルの論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の
webserver.connector.inprocess_
http.error_custom.< エラーペー
ジカスタマイズ定義名 >.file パ
ラメタに指定しているファイル

退避してください。

エラーステータスコー
ドに対応するファイル
を送信する場合に，レ
スポンスボディとして
クライアントに返す
ファイル

Cosminexus
Component
Container

2

簡易構築定義ファイルの論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の
webserver.connector.inprocess_
http.redirect.< リダイレクト定
義名 >.file で指定しているファ
イル

退避してください。

特定のファイルをレス
ポンスとしてクライア
ントに返す場合にレス
ポンスボディとして使
用するファイル

Cosminexus
Component
Container

3

展開ディレクトリ形式のアプリ
ケーション

退避してください。

−

Cosminexus
Component
Container

4

コンテナ拡張ライブラリ

退避してください。

−

Cosminexus
Component
Container

5

Cosminexus の構築・運用・ア
プリケーション開発で使用する
ファイルの形式や定義で，パス
にデフォルト以外を設定してい
るディレクトリおよびファイル

退避してください。

−

Cosminexus
Component
Container

6

Cosminexus RM の管理情報
テーブル

退避してください。

DBMS 上に作成した
Cosminexus RM の管
理情報テーブル

Cosminexus
Reliable
Messaging

7

Cosminexus RM の
QueueConfigFileName プロパ
ティに指定しているファイル

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

Cosminexus RM の
キュー定義ファイル

Cosminexus
Reliable
Messaging

8

Cosminexus RM の
RMTRTransferControlDir プロ
パティに指定しているディレク
トリ

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

Cosminexus RM で使
用するクライアント定
義ファイルを格納した
ディレクトリ

Cosminexus
Reliable
Messaging

9

Cosminexus RM の
QueueMakeFileName プロパ
ティに指定しているファイル

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

Cosminexus RM の
キュー作成ファイル

Cosminexus
Reliable
Messaging

10

Web サービスセキュリティの環
境設定ファイル
（cwsscfg.properties）の
cwss.binding.KeyLocator.Keyst
oreDir プロパティに指定してい
るディレクトリ以下すべて

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

署名付与 / 検証で使用
するキーストアファイ
ルを格納するディレク
トリ

Cosminexus
Web
Services Security
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

作業方法

備考

構成ソフト
ウェア

11

Web サービスセキュリティの環
境設定ファイル
（cwsscfg.properties）の
cwss.binding.KeyLocator.Certif
icateDir プロパティに指定して
いるディレクトリ以下すべて

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

証明書検証で使用する
証明書ファイルを格納
するディレクトリ

Cosminexus
Web
Services Security

12

Web サービスセキュリティの環
境設定ファイル
（cwsscfg.properties）の
cwss.binding.KeyLocator.Secre
tKeyDir プロパティに指定して
いるディレクトリ以下すべて

プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

暗号化 / 復号化で使用
する共通鍵ファイルを
格納するディレクトリ

Cosminexus
Web
Services Security

13

環境変数「VBROKER_ADM」
または Cosminexus TPBroker
の vbroker.orb.admDir プロパ
ティに /opt/Cosminexus/TPB/
adm 以外を設定している場合
に，環境変数
「VBROKER_ADM」または
vbroker.orb.admDir プロパティ
に設定しているディレクトリ以
下にある agentaddr，
localaddr，HVMGTEE_DEF，
htc.props，
htc.clienthandleraddr，および
HVIORB_DEF

環境変数またはプ
ロパティを指定し
ている場合は，退
避してください。

ユーザ作成の定義ファ
イル

Cosminexus
TPBroker

14

環境変数
「OSAGENT_ADDR_FILE」ま
たは vbroker.agent.addrFile プ
ロパティに指定しているファイ
ル

環境変数またはプ
ロパティを指定し
ている場合は，退
避してください。

ユーザ作成の定義ファ
イル

Cosminexus
TPBroker

15

環境変数
「OSAGENT_LOCAL_FILE」，
または vbroker.agent.localFile
プロパティに指定しているファ
イル

環境変数またはプ
ロパティを指定し
ている場合は，退
避してください。

ユーザ作成の定義ファ
イル

Cosminexus
TPBroker

ユーザ作成の定義ファ
イル

Cosminexus
TPBroker

−

Hitachi Web
Server

16

-ORBpropStorage オプション，
または vbroker.orb.propStorage
プロパティで指定しているファ
イル

オプションまたは
プロパティを指定
している場合は，
退避してください。

17

httpsd.conf で指定した各種設定
ファイル（Include ディレク
ティブ，TypeConfig ディレク
ティブ，SSL による暗号化，認
証の定義など）のうち，opt/
hitachi/httpsd 以外にあるファ
イルすべて

opt/hitachi/httpsd
以外を指定してい
る場合は，退避し
てください。
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

作業方法

備考

構成ソフト
ウェア

18

httpsd.conf で指定したコンテン
ツディレクトリのうち，opt/
hitachi/httpsd 以外にあるディ
レクトリすべて

opt/hitachi/httpsd
以外を指定してい
る場合は，退避し
てください。

−

Hitachi Web
Server

（b） 退避作業が不要なファイル
退避対象外のファイルのうち，退避作業が不要なファイルを次の表に示します。これら
のファイルは，Cosminexus の動作に影響はありません。必要に応じて退避してくださ
い。なお，退避作業が不要なファイルの場合，実行環境の回復時に退避したファイルを
戻す作業は不要です。
表 2-11 退避作業が不要なファイル
項
番

ファイルまたはディレクトリ名

説明

1

/opt/Cosminexus/XMLSEC/logs/*

Cosminexus Web Services Security に含まれる XML
Security - Core のログ

2

/opt/Cosminexus/env 以下すべて

構築済み実行環境の切り替え
機能のコマンド（cosmienv コ
マンド）の格納先ディレクト
リ

3

<Cosminexus 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ
名称 >/logs 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/ejb/< サーバ
名称 >/logs 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/public_old/
ejb/< サーバ名称 >/logs 以下すべて

J2EE サーバのログ出力先

4

<Cosminexus 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ
名称 >/ 以下の core*，および javacore*
/opt/Cosminexus/CC/server/public/ejb/< サーバ
名称 >/ 以下の core*，および javacore*
/opt/Cosminexus/CC/server/public/public_old/
ejb/< サーバ名称 >/ 以下の core*，および
javacore*

ディレクトリ※ 1

構成ソフト
ウェア
Cosminexus
Web
Services Security
−

Cosminexus
Component
Container

および JavaCore ファイル※ 1

Cosminexus
Component
Container

J2EE サーバの core ファイル，

5

<Cosminexus 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ
名称 >/stats 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/ejb/< サーバ
名称 >/stats 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/public_old/
ejb/< サーバ名称 >/stats 以下すべて

J2EE サーバと SFO サーバの
稼働情報ファイルの格納先
ディレクトリ※ 1

Cosminexus
Component
Container

6

/opt/Cosminexus/CC/logs 以下すべて

Cosminexus Component
Container のログ格納用ディ
レクトリ

Cosminexus
Component
Container
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

説明

構成ソフト
ウェア

7

/opt/Cosminexus/CC/admin/logs 以下すべて

サーバ管理コマンドのログ格
納用ディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

8

/opt/Cosminexus/CC/client/logs 以下すべて

EJB クライアントアプリケー
ションのログ出力用ディレク
トリ

Cosminexus
Component
Container

9

/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ
名称 >/ 以下の core*，および javacore*

Web コンテナサーバの core
ファイル，および JavaCore
ファイル

Cosminexus
Component
Container

10

/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ
名称 >/logs 以下すべて

Web コンテナサーバのログ出
力先ディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

11

/opt/Cosminexus/manager/log 以下すべて

Cosminexus Component
Container の運用管理機能の
ログ出力先ディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

12

/opt/Cosminexus/manager/tmp

Cosminexus Component
Container の運用管理機能の
一時的なワークディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

13

/opt/Cosminexus/manager/bin/ 以下の core*，
および javacore*

Cosminexus Component
Container の運用管理機能の
core ファイル，および
JavaCore ファイル

Cosminexus
Component
Container

14

/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/logs およ
び /opt/Cosminexus/CC/web/redirector/
servers/< 論理 Web サーバ名 >/logs 以下すべて

リダイレクタのメッセージロ
グ出力先ディレクトリおよび
保守用トレースログ出力先
ディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

15

<Cosminexus 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ
名称 >/otsstatus 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/ejb/< サーバ
名称 >/otsstatus 以下すべて
/opt/Cosminexus/CC/server/public/public_old/
ejb/< サーバ名称 >/otsstatus 以下すべて

インプロセストランザクショ
ンサービスのステータスファ
イルの格納ディレクトリ ※ 1

Cosminexus
Component
Container

16

/var/spool/TPBrokerOTM 以下すべて

ドメイン情報ファイル格納
ディレクトリ

Cosminexus
Component
Transaction
Monitor

17

CTMSPOOL 環境変数で指定したディレクトリ
以下すべて

CTMSPOOL ディレクトリ

Cosminexus
Component
Transaction
Monitor

18

PRFSPOOL 環境変数で指定したディレクトリ
以下すべて

PRFSPOOL ディレクトリ

Cosminexus
Performance
Tracer

19

/opt/Cosminexus/RM/logs 以下すべて

Cosminexus RM コマンドのロ
グ出力先ディレクトリ。

Cosminexus
Reliable
Messaging
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

説明

構成ソフト
ウェア

20

/opt/Cosminexus/c4web/logs 以下すべて

Cosminexus Component
Container の SOAP アプリ
ケーション開発支援機能のロ
グ出力先ディレクトリ

Cosminexus
Web
Services Security

21

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ 2/AGT

エージェント処理用ディレク
トリ

Cosminexus
DABroker
Library

22

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ 2/AGTGRP

グループ管理用ディレクトリ

Cosminexus
DABroker
Library

23

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ 2/spool 以下
すべて

トレースファイル，ログファ
イルの格納用ディレクトリ

Cosminexus
DABroker
Library

24

/opt/Cosminexus/TPB/adm/hgtfifo/ 以下すべて

バーボースログ出力用一時
ディレクトリ

Cosminexus
TPBroker

25

/opt/Cosminexus/TPB/adm/impl_dir/ 以下すべ
て

インプリメンテーションリポ
ジトリデータ作成ディレクト
リ

Cosminexus
TPBroker

26

/opt/Cosminexus/TPB/log/ 以下すべて

C++ORB 機能トレース出力
ディレクトリ

Cosminexus
TPBroker

27

/opt/Cosminexus/TPB/logj/ 以下すべて

JavaORB 機能トレース出力
ディレクトリ

Cosminexus
TPBroker

28

/opt/hitachi/httpsd/logs 以下すべて

Hitachi Web Server のログ出
力先ディレクトリ

Hitachi Web
Server

29

/opt/hitachi/httpsd/admin/logs 以下すべて

Hitachi Web Server の admin
サーバのログ出力先ディレク
トリ

Hitachi Web
Server

30

/opt/hitachi/httpsd/servers/< サーバ名称 >/logs
以下すべて

Hitachi Web Server のログ出
力先ディレクトリ

Hitachi Web
Server

31

/opt/Cosminexus/wss/logs 以下すべて

Cosminexus Web Services Security のログ出力先ディレ
クトリ

Cosminexus
Web
Services Security

（凡例）−：Cosminexus の製品が該当します。
注

表内のディレクトリの意味を次に示します。

• <Cosminexus 作業ディレクトリ >
<Cosminexus の作業ディレクトリ > は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の ejb.public.directory パラメタに設定されているディレクトリです。デフォルト
値は，「/opt/Cosminexus/CC/server/public」です。
注※ 1

次のディレクトリも含まれます。

• <Cosminexus 作業ディレクトリ > を変更する前に使用したデフォルトの作業ディレクトリ
• アップグレードインストール後に移行した際に作成されるデフォルトのバックアップディレクト
リ

95

2. インストールと初期設定

注※ 2

<DABroker 運用ディレクトリ > のデフォルトは，<Cosminexus DABroker Library のイン

ストールディレクトリ > です。<DABroker 運用ディレクトリ > にデフォルト以外を指定している場
合も退避対象外です。

（2） ディスク容量の確認
構築済み実行環境から退避環境を作成する場合，退避対象ファイルをすべてアーカイブ
したファイルが，退避環境として作成されます。このため，実行するマシンに十分な
ディスク容量があるかを確認してください。退避環境に必要なディスク容量は，構築済
みの実行環境の状態によって変わります。製品の新規インストール直後の状態では，そ
れぞれ次に示すディスク占有量が必要になります。
• Application Server Standard の場合
750 メガバイト
• Application Server Enterprise の場合
850 メガバイト

！

注意事項
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメタ，または
ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 パラメタで指定したディレクトリは，相対パ
スで指定している場合は退避されます。この場合，ディスク容量は，
ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメタ，または
ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 パラメタで指定しているディレクトリが使用
するディスク容量を加えた値で見積もる必要があります。

2.9.2

構築済み実行環境の切り替え手順

ここでは，構築済み実行環境を切り替える場合の手順と，退避環境作成時に退避される
ファイルについて説明します。

（1） 構築済み実行環境の切り替え手順の例
ここでは，1 台のマシンに実行環境 A を構築し，実行環境 B にバージョンアップして動
作検証したあと，実行環境 A に戻す手順を例に説明します。
各実行環境の設定内容の例を次の表に示します。
表 2-12

各実行環境の設定内容の例
実行環境 A

設定内容

実行環境 B
/home/CosmiBackup

退避環境の格納先
退避対象外のファイルの格納先

/home/CosmiBackup/
apsvAfiles

/home/CosmiBackup/
apsvBfiles

退避環境の識別子

apsvA

apsvB
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実行環境の切り替え手順を次に示します。
1. 実行環境 A を構築します。
Application Server をインストールして，環境設定を実施し，システムを構築します。
実行環境 A が稼働可能状態となります。

2. 実行環境 A の退避対象外のファイルを任意の場所に格納します。
ここでは，
「/home/CosmiBackup/apsvAfiles」に格納します。退避対象外のファイル
については，
「2.9.1(1) 退避対象外のファイルの退避」を参照してください。
3. 実行環境 A を退避するために必要なディスク容量を確認します。
製品ごとに必要なディスク容量については，
「2.9.1(2)

ディスク容量の確認」を参照

してください。
4. cosmienv コマンドに引数 -s を指定して，実行環境 A の退避環境を作成します。
コマンドの入力例を次に示します。
cosmienv -s -I apsvA -P /home/CosmiBackup
退避環境作成時に退避されるファイルについては，
「(2) 退避環境作成時に退避対象
となるファイル」を参照してください。
cosmienv コマンドを実行しても，実行環境 A は稼働可能状態のまま残ります。

5. 実行環境 B を構築します。
実行環境 A にアップグレードインストールと環境設定を実施します。
実行環境 B が稼働可能状態となり，実行環境 A は退避環境だけとなります。
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6. 実行環境 B の退避対象外のファイルを任意の場所に格納します。
ここでは，「/home/CosmiBackup/apsvBfiles」に格納します。退避対象外のファイル
については，「2.9.1(1)

退避対象外のファイルの退避」を参照してください。

7. 実行環境 B を退避するために必要なディスク容量を確認します。
製品ごとに必要なディスク容量については，「2.9.1(2)

ディスク容量の確認」を参照

してください。
8. cosmienv コマンドに引数 -s を指定して，実行環境 B の退避環境を作成します。
コマンドの入力例を次に示します。
cosmienv -s -I apsvB -P /home/CosmiBackup
退避環境作成時に退避されるファイルについては，「(2)

退避環境作成時に退避対象

となるファイル」を参照してください。
cosmienv コマンドを実行しても，実行環境 B は稼働可能状態のまま残ります。

9. 実行環境 B で動作検証をします。
10.cosmienv コマンドに引数 -r を指定して，実行環境 A に戻します。
コマンドの入力例を次に示します。
cosmienv -r -I apsvA
実行環境 A が稼働可能状態となり，実行環境 B は退避環境だけとなります。回復元
の退避環境 A はそのまま残ります。

11. 手順 2. で退避したファイルを該当個所（退避元ディレクトリ）に格納します。
退避対象外のファイルを実行環境 A の退避元ディレクトリにそれぞれ格納します。
cosmienv コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
ンド編」を参照してください。

（2） 退避環境作成時に退避対象となるファイル
退避環境作成時に退避対象となるファイルを次の表に示します。
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表 2-13
項
番

退避環境作成時に退避対象となるファイル

ファイルまたはディレクトリ名

説明

構成ソフト
ウェア
Cosminexus
Web Services
- Security

1

/opt/Cosminexus/XMLSEC

Cosminexus Web Services Security に含まれる XML Security
- Core の製品，設定ファイルなど

2

/opt/Cosminexus/.HTC_xxxx.inf

Cosminexus 製品情報ファイル

−

3

/opt/Cosminexus/common 以下すべて

Cosminexus 共通モジュール群

−

4

/opt/Cosminexus/CC

Cosminexus Component
Container のインストールディレ
クトリ

Cosminexus
Component
Container

5

/opt/Cosminexus/CWC

Cosminexus Component
Container の Web アプリケーショ
ン開発に利用する機能のインス
トールディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

6

/opt/Cosminexus/c4web

Cosminexus Component
Container の SOAP アプリケー
ション開発支援機能，SOAP 通信
基盤のファイルがインストールさ
れているディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

7

/opt/Cosminexus/manager

Cosminexus Component
Container の運用管理機能のイン
ストールディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

8

/sbin/init.d/MngSvr

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（HP-UX の場
合）

Cosminexus
Component
Container

9

/sbin/init.d/AdminAgent

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（HP-UX の場
合）

Cosminexus
Component
Container

10

/etc/rc.d/init.d/MngSvr

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（Linux の場合）

Cosminexus
Component
Container

11

/etc/rc.d/init.d/AdminAgent

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（Linux の場合）

Cosminexus
Component
Container

12

/etc/init.d/MngSvr

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（Solaris の場
合）

Cosminexus
Component
Container
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

説明

構成ソフト
ウェア

13

/etc/init.d/AdminAgent

インストール時に作成される
Cosminexus Component
Container の運用管理機能の rc ス
クリプトファイル（Solaris の場
合）

Cosminexus
Component
Container

14

/opt/Cosminexus/CTM/bin 以下すべて

Cosminexus Component
Transaction Monitor のロードモ
ジュール

Cosminexus
Component
Transaction
Monitor

15

/opt/Cosminexus/CTM/lib 以下すべて

Cosminexus Component
Transaction Monitor のライブラリ

Cosminexus
Component
Transaction
Monitor

16

/opt/Cosminexus/CTM/.HTC_xxxx.inf

Cosminexus Component
Transaction Monitor の製品情報
ファイル

Cosminexus
Component
Transaction
Monitor

17

/opt/Cosminexus/PRF/bin 以下すべて

Cosminexus Performance Tracer
のロードモジュール

Cosminexus
Performance
Tracer

18

/opt/Cosminexus/PRF/lib 以下すべて

Cosminexus Performance Tracer
のライブラリ

Cosminexus
Performance
Tracer

19

/opt/Cosminexus/PRF/.HTC_xxxx.inf

Cosminexus Performance Tracer
の製品情報ファイル

Cosminexus
Performance
Tracer

20

/opt/Cosminexus/jaxp

Cosminexus XML Processor のイ
ンストールディレクトリ

Cosminexus
XML
Processor

21

/opt/Cosminexus/jdk

Cosminexus Developer's Kit for
Java のインストールディレクトリ

Cosminexus
Developer's
Kit for Java

22

/opt/Cosminexus/RM

Cosminexus RM のインストール
ディレクトリ

Cosminexus
Reliable
Messaging

23

/opt/Cosminexus/cFramework

Cosminexus cFramework のインス
トールディレクトリ

Cosminexus
cFramework

24

/opt/Cosminexus/DABJ 以下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

25

/opt/DABroker/.HTC_2340.inf

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

26

/opt/DABroker/.dabrokerenv

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library
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項
番

ファイルまたはディレクトリ名

説明

構成ソフト
ウェア

27

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /bin 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

28

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /lib 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

29

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /msg 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

30

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /obj 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

31

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /
sample 以下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

32

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /conf 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

33

<DABroker 運用ディレクトリ > ※ /cpp 以
下すべて

Cosminexus DABroker Library 製
品ファイル

Cosminexus
DABroker
Library

34

/opt/Cosminexus/TPB 以下すべて

Cosminexus TPBroker インストー
ルディレクトリ

Cosminexus
TPBroker

35

/opt/hitachi/httpsd

Hitachi Web Server のインストー
ルディレクトリ

Hitachi Web
Server

J2EE サーバの作業ディレクトリ

Cosminexus
Component
Container

Cosminexus Web Services
Security のインストールディレク
トリ

Cosminexus
Web Services
- Security

36

37

簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の ejb.public.directory パラ
メタで指定するディレクトリパス
/opt/Cosminexus/wss

（凡例）−：Cosminexus の製品が該当します。
注※

<DABroker 運用ディレクトリ > のデフォルトは，<Cosminexus DABroker Library のインス

トールディレクトリ > です。<DABroker 運用ディレクトリ > にデフォルト以外を指定している場合
も退避対象となります。
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J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築

システム構築の概要（J2EE
アプリケーションを実行す
るシステム）
この章では，J2EE アプリケーションを実行するシステムを構
築する場合の，システム構築の流れや必要な設定について説明
します。

3.1 システム構築の流れ
3.2 システムの起動と停止の設定
3.3 システム構築で使用するファイル
3.4 Management Server の設定
3.5 システムの構成定義
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3.1 システム構築の流れ
この節では，J2EE アプリケーションを実行するシステムを構築する場合の流れについて
説明します。Management Server の Smart Composer 機能を使用して構築するシステ
ムは，Smart Composer 機能のコマンドや運用管理コマンド（mngsvrutil）を利用して
運用します。Smart Composer 機能のコマンドや運用管理コマンド（mngsvrutil）を利
用して運用するシステムでは，Cosminexus のシステム全体のサーバの運用を
Management Server で一括管理できます。システム構築の流れを次の図に示します。
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図 3-1 J2EE アプリケーションを実行するシステムの構築の流れ

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. Management Server の設定をします。
• Management Server を初めて使用するホストは，Management Server をセット
アップしてください。セットアップ時に，Management Server のユーザアカウン
トも設定できます。
• Management Server のプロパティファイル（mserver.properties）や運用管理エー
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ジェントのプロパティファイル（adminagent.properties）で，Management
Server が使用するポート番号や，Management Server へのアクセスを許可するホ
ストなどを指定してください。
• 必要に応じて，Management Server が出力するログの設定や，JP1 との連携時に
Management Server の障害情報を JP1 イベントとして発行するかどうかなど，
Management Server の動作環境を設定してください。
• 必要に応じて，運用管理エージェントが，論理サーバの動作を確認するレベル，間
隔，リトライ回数などを設定してください。
Management Server の設定については，「3.4

Management Server の設定」を参照

してください。
2. システムの構成定義をします。
Smart Composer 機能では，J2EE アプリケーションを実行するシステム内に配置さ
れたサーバマシンやサーバ（論理サーバ）の構成を，Web システムという概念で管理
します。サーバマシンの集合を物理ティア，サーバ（論理サーバ）の集合をサービス
ユニットといいます。
Management Server が管理，運用する運用ドメイン内には，Web システムを複数配
置できます。Web システムは，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで定義
します。Web システムの構成定義の概要については，
「3.5 システムの構成定義」を
参照してください。
また，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルでは，必要に応じて，論理サー
バごとに次の設定をします。
• 論理サーバを稼働させるために必要な設定
• 論理サーバの起動順序，自動再起動するときの回数など，論理サーバの起動と停止
の設定
• 論理サーバの起動と停止で使用する環境変数の設定
3. J2EE サーバの動作設定をします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，設定不要です。デフォルトで設定されて
いる J2EE サーバの動作を変更したい場合には，Smart Composer 機能の簡易構築定
義ファイルで論理サーバの設定値を設定もしくは変更したり，またはユーザ定義ファ
イルを編集したりする必要があります。
例えば，J2EE サーバのプロセス内で提供される Web サーバ機能であるインプロセス
HTTP サーバ機能を使用する場合には，機能を有効にする設定が必要になります。イ
ンプロセス HTTP サーバ機能を使用するための設定については，「8.

インプロセス

HTTP サーバの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）
」を参照してく
ださい。
4. トラブルシューティングの資料取得の設定をします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，設定不要です。ただし，OS の統計情報，
ユーザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）
，JavaVM の
ガーベージコレクションのログは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得
できません。これらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得するこ
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とをお勧めします。
これらの資料を取得する場合や，ほかの資料の取得設定を変更したい場合に，トラブ
ルシューティングの資料取得の設定をしてください。
5. システムの可用性を高める設定をします。
システムの可用性を高める機能を使用しない場合は，設定不要です。セッションフェ
イルオーバ機能による J2EE サーバへのセッション情報の引き継ぎの設定，
Management イベントによる障害の事前検知の設定など，システムの可用性を高める
設定をします。
6. Web サーバとの連携の設定をします。
Web サーバと連携しない場合は，設定不要です。リダイレクタを利用したリクエスト
の振り分け，通信タイムアウト，エラーページのカスタマイズなど，Web サーバと連
携するための設定をします。
7. リソースと J2EE アプリケーションの設定をします。
サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタや J2EE アプリケーションのプロ
パティなどを定義します。
8. 統合ユーザ管理機能の設定をします。
統合ユーザ管理機能を使用しない場合は，設定不要です。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設定をします。ユーザ認証情報を格納する
LDAP ディレクトリサーバや，統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルを設
定します。
9. システムを起動して，システムの動作を確認します。
システムの起動および停止手順については，
「3.2 システムの起動と停止の設定」を
参照してください。
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参考
ほかのプログラムと連携する場合，システム全体をどのように運用するかによってシステム
の構築のしかたが異なります。
JP1 と連携して運用する場合
Management Server を利用しているシステムは，JP1 と連携することで，JP1 の集中
監視，運用の自動化，稼働状況の分析などの機能を使用して，Cosminexus 以外で構築
されたシステムも含めた業務システム全体を一括管理できるようになります。JP1 と連
携するシステムの構築については，「16.

JP1 との連携の設定」を参照してください。

クラスタソフトウェアと連携して運用する場合
Management Server を利用しているシステムは，クラスタソフトウェアと連携するこ
とで，プロセス監視，障害発生時の系切り替えなどの機能を使用して，Application
Server の稼働率を向上できます。連携できるクラスタソフトウェアは，Microsoft
Cluster Service（Windows の場合）
，および HA モニタ（AIX，HP-UX または Linux
の場合）です。
クラスタソフトウェアと連携するシステムの構築については，
「17.
ウェアと連携するための設定」を参照してください。
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3.2 システムの起動と停止の設定
この節では，構築したシステムを起動，停止する手順と，自動で起動，停止する場合の
設定について説明します。
構築したシステムのプログラムやサーバは，次の図に示す手順で起動，停止します。
図 3-2 システムの起動と停止の手順

プログラムや，Web システム内のサーバは，自動または手動で起動，停止できます。シ
ステムの運用方法に合わせて起動，停止の方法を検討し，必要な設定をしてください。

（1） システムの起動
通常の運用では，運用管理エージェントと Management Server は自動起動する方法を
お勧めします。
プログラムやサーバの起動手順と起動方法を次に示します。
1. 運用管理エージェントの起動
自動起動する場合は，ホストと同時に起動するようにします。手動起動する場合は，
サービスやコマンド（UNIX の場合はコマンド）から起動します。
2. Management Server の起動
自動起動する場合は，ホストと同時に起動するようにします。手動起動する場合は，
サービスやコマンド（UNIX の場合はコマンド）から起動します。
3. システムの起動
Smart Composer 機能のコマンドで，Web システムまたはサービスユニット単位に一
括起動します。Web システム単位で起動すると，Web システム内にあるすべての
サービスユニット中の全論理サーバを起動します。
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参考
論理サーバの起動順序は，デフォルトの設定を使用することをお勧めします。なお，論理
サーバの起動順序は，簡易構築定義ファイルで各論理サーバの <configuration> タグ内に
mstartup.no パラメタで設定できます。

運用管理エージェントと Management Server に自動起動を設定すると，運用管理エー
ジェントの起動から Management Server の起動までの一連の操作を，ホスト起動と同
時に処理できるようになります。自動起動する場合の設定方法を OS ごとに説明します。
● Windows の場合
Windows のサービス画面，または Cosminexus の mngautorun コマンドで，自動起
動の設定をします。同一ホスト上で Management Server と運用管理エージェントを
起動する場合には，mngautorun コマンドを使用して，運用管理エージェントが先に
起動するように依存関係を設定する必要があります。
● UNIX の場合
ホスト起動時のデーモンプロセスとして，ホストと同時に起動するようにします。

（2） システムの停止
プログラムやサーバの停止手順と停止方法を次に示します。
1. システムの停止
Smart Composer 機能のコマンドで，Web システムまたはサービスユニット単位に一
括停止します。
2. Management Server の停止
手動停止する場合は，サービスやコマンド（UNIX の場合はコマンド）から停止しま
す。UNIX の場合，自動停止ができます。自動停止する場合は，ホストと同時に停止
するようにします。
3. 運用管理エージェントの停止
手動停止する場合は，サービスやコマンド（UNIX の場合はコマンド）から停止しま
す。UNIX の場合，自動停止ができます。自動停止する場合は，ホストと同時に停止
するようにします。
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3.3 システム構築で使用するファイル
この節では，システムの構築で使用するファイルのうち，主なファイルについて説明し
ます。ここで説明していないファイルについては，システム構築の手順の中で適宜説明
します。

！

注意事項
ファイルを変更する場合は，J2EE サーバを停止してください。J2EE サーバの稼働中に
ファイルの内容を変更した場合の動作は保証されません。

（1） Management Server のファイル
● adminagent.xml（運用管理エージェント設定ファイル）
運用管理エージェントが論理サーバを起動，停止するときに使用する環境変数を指定
するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥adminagent.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/adminagent.xml
● adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）
運用管理エージェントのプロパティを指定するファイルです。論理サーバの動作確認
レベルや snapshot ログの収集先の設定などで使用します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥adminagent.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/adminagent.properties
● mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）
Management Server のプロパティを指定するファイルです。Management Server の
環境設定や障害検知時コマンドの動作の設定などで使用します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥mserver.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/mserver.properties
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（2） Smart Composer 機能のファイル
● 簡易構築定義ファイル
Smart Composer 機能のコマンドで構築する Web システムを定義するファイルです。
任意の場所に格納できます。簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルが提供さ
れていますので，テンプレートファイルをコピーして利用してください。テンプレー
トファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ
>¥manager¥config¥templates¥cmxdefcombinedmodel.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/cmxdefcombinedmodel.xml

（3） J2EE サーバのファイル
● server.policy（セキュリティポリシーファイル）
J2EE サーバを実行する JavaVM のセキュリティポリシーを指定するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ
名称 >¥server.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/server.policy
● hitachi_web.properties（Web アプリケーションプロパティファイル）
Web アプリケーション個別のプロパティを指定するファイルです。なお，J2EE サー
バ全体でのプロパティは，簡易構築定義ファイルで指定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >¥hitachi_web.properties
• UNIX の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >/hitachi_web.properties
hitachi_web.properties を変更した場合，WAR ファイルを作成，インポートし直して
ください。
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参考
J2EE サーバのファイルには，このほかに次のファイルがあります。Smart Composer 機能
を使用してシステムを構築する場合，これらのファイルで設定する内容（キー）は，簡易構
築定義ファイルのパラメタで設定します。
usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
J2EE サーバのユーザプロパティを指定するファイルです。J2EE サーバが使用する
ネーミングサービス，トランザクション，コネクション，コンテナ，ログ，セキュリ
ティなどを指定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.properties
usrconf.cfg（オプション定義ファイル）
J2EE サーバの JavaVM の起動オプションを指定するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.cfg
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.cfg
usrconf.properties および usrconf.cfg と，簡易構築定義ファイルのパラメタの対応について
は，「4.1(3)

そのほかのユーザ定義ファイルの編集について」を参照してください。

usrconf.properties および usrconf.cfg は，Smart Composer 機能を使用しないで，ファイル
編集やコマンド実行でシステムを構築する場合などに使用します。usrconf.properties およ
び usrconf.cfg については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照して

ください。
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3.4 Management Server の設定
この節では，Management Server を使用するために必要な次の設定について説明しま
す。
• Management Server のセットアップ
• Management Server の環境設定
• Management Server の動作環境の設定
• 運用管理エージェントによる論理サーバの監視に関する設定

3.4.1

Management Server のセットアップ

Management Server を初めて使用するホストでは，まず，Management Server をセッ
トアップしてください。一度セットアップしたホストでは，この作業は不要です。
Management Server のセットアップには，mngsvrctl コマンドの引数 setup を使用しま
す。Management Server のセットアップ時に，Management Server を利用するユーザ
のアカウント情報（管理ユーザアカウント）を設定できます。
● Management Server のセットアップ時に，管理ユーザアカウントを設定する場合
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin¥mngsvrctl setup <
サーバ名 > -u 管理ユーザ ID -p 管理ユーザパスワード
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrctl setup < サーバ名 > -u 管理ユーザ ID -p 管
理ユーザパスワード
セットアップ時に管理ユーザアカウントを設定する場合は，-u オプションと -p オプ
ションでユーザのアカウント情報を指定します。なお，セットアップ時に設定した管
理ユーザアカウントは，mngsvrctl コマンドで変更できます。
● Management Server のセットアップだけを実施する場合
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin¥mngsvrctl setup
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrctl setup
この場合，セットアップ完了後に，管理ユーザアカウントを設定してください。管理
ユーザアカウントの設定方法については，
「3.4.3 Management Server の動作環境の
設定」を参照してください。
次に示すように引数の指定を省略すると，mngsvrctl コマンドの使用方法を表示できま
す。
• Windows の場合
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<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin¥mngsvrctl
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrctl
なお，mngsvrctl 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。

3.4.2

Management Server の環境設定

Management Server や運用管理エージェントのプロパティで，Management Server の
環境を設定してください。

（1） Management Server のプロパティの設定
Management Server のプロパティファイル（mserver.properties）で，Management
Server が使用するポート番号や，Management Server へのアクセスを許可するホスト
などを指定できます。
mserver.properties に指定するキーを次に示します。キーの詳細，およびここで説明し
ていないキーについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照し

てください。
● adminagent.connector.comm.state.cache_max_time
運用管理エージェントとの通信状態をキャッシュする最大時間を指定します。
● webserver.connector.ajp13.port
Management Server 内部通信用ポート番号を指定します。
● webserver.connector.http.port
Management Server 接続 HTTP ポート番号を指定します。
● webserver.shutdown.port
Management Server 終了要求受信ポート番号を指定します。
● webserver.connector.http.permitted.hosts
Management Server へのアクセスを許可するホストおよび運用管理エージェント稼
働ホストの，IP アドレスまたはホスト名を指定します。
● mngsvr.myhost.name
Management Server が稼働するホストに，論理サーバを配置するホストからアクセ
ス可能な IP アドレス，またはその IP アドレスを示すホスト名を指定します。
Management Server が稼働するホストが複数個の IP アドレスを持っていて，ホスト
名が意図する IP アドレスに変換されないおそれがある場合に，このキーを指定しま
す。
これらのキーのほかに，mserver.properties では，snapshot ログ収集や障害検知時コマ
ンドによる資料取得のためのキーを設定できます。snapshot ログ収集の設定について
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は，「5.2

snapshot ログ収集の設定」を参照してください。障害検知時コマンドによる

資料取得のための設定については，「5.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定」

を参照してください。

（2） 運用管理エージェントのプロパティの設定
運用管理エージェントのプロパティファイル（adminagent.properties）で，運用管理
エージェントが使用するポート番号などを指定できます。
● adminagent.adapter.port
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番号を指定
します。
これらのキーのほかに，adminagent.properties では，論理サーバの動作確認や
snapshot ログの収集先などを設定できます。論理サーバの動作確認の設定については，
「3.4.4

運用管理エージェントによる論理サーバの監視に関する設定」を参照してくださ

い。snapshot ログの収集先の設定については，「5.2

snapshot ログ収集の設定」を参照

してください。

3.4.3

Management Server の動作環境の設定

mngsvrctl コマンドや Management Server のプロパティで，Management Server を利
用するユーザのアカウント情報，Management Server が出力するログ情報など，
Management Server の動作環境を設定してください。
Management Server の動作環境の設定内容を次の表に示します。
表 3-1 Management Server の動作環境の設定内容
設定項目

設定内容

設定の要否

管理ユーザアカウン
トの設定

Management Server のセットアップ時に管理ユーザアカウントを
設定していない場合は，mngsvrctl コマンドで引数 setup を指定
して，Management Server を利用するユーザのアカウント情報を
設定します。mngsvrctl 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。

○※

mserver.properties で，Management Server が出力するログのロ
グレベル，ファイル数，サイズなどを設定します。
次のキーを指定します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.level キーに，Management
Server のログの出力レベルを指定します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.rotate キーに，Management
Server のログのファイル面数を指定します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.size キーに，Management Server
のログのファイルサイズを指定します。

△

ログの設定
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設定項目

設定内容

設定の要否

開始時の設定

mserver.properties で，Management Server を起動するときに，
論理サーバを一括起動するかどうかを設定します。一括起動する
場合には，この設定が必要です。
一括起動する設定については，
「3.2 システムの起動と停止の設
定」を参照してください。

△

性能解析トレース収
集の設定

mserver.properties で，com.cosminexus.mngsvr.trace キーに，
Management Server で保持する性能解析トレースファイルの面数
を設定します。

△

JP1 連携の設定

mserver.properties で，
com.cosminexus.mngsvr.jp1event.enabled キーに，Management
Server の障害情報（検知した障害や論理サーバの起動の通知な
ど）を JP1 イベントとして発行するかどうかを指定します。この
ほかに，com.cosminexus.mngsvr.jp1event から始まるキーで，
Management Server の障害情報を JP1 へ通知するための設定を
します。JP1 と連携する機能を利用する場合には，この設定が必
要です。JP1 との連携については，「16. JP1 との連携の設定」
を参照してください。

△

（凡例）
○：設定する。
△：デフォルトの設定を変更する場合，特定の機能を使用する場合に設定する。
注※
Management Server のセットアップ時に，管理ユーザアカウントを設定している場合は，設定
不要です。ただし，セットアップ時に設定した管理ユーザアカウントを変更したい場合は，
mngsvrctl コマンドを使用して再設定してください。

3.4.4 運用管理エージェントによる論理サーバの監視に関す
る設定
システムを運用する場合には，Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）
を使用して論理サーバのステータスを確認することで，論理サーバの起動／停止状態が
わかります。Management Server で論理サーバを管理する場合には，運用管理エージェ
ントが定期的に論理サーバのプロセス監視および動作確認を実施し，論理サーバのス
テータスを Management Server に通知します。運用管理エージェントが論理サーバの
動作確認をするときのレベルや間隔の設定は変更できます。必要に応じて，論理サーバ
の動作確認に関する次の項目を設定してください。
• 論理サーバの動作確認レベルの設定
• 論理サーバの動作確認間隔の設定
• 論理サーバの動作確認タイムアウトの設定
• 論理サーバの動作確認リトライの設定
• 論理サーバの動作確認の開始時間の設定
• Hitachi Web Server の動作確認の設定
これらの項目は，運用管理エージェントの動作を設定する adminagent.properties で設
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定します。adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

（1） 論理サーバの動作確認レベルの設定
運用管理エージェントでは，論理サーバが正常に動作しているかどうかを，プロセスの
存在を確認したり，論理サーバにアクセスしたりすることで判断します。論理サーバの
動作確認レベルは，adminagent.< 論理サーバの種類 >.watch.level キーに指定します。
必要に応じて，論理サーバの動作確認レベルを変更してください。指定できる値は「1」
または「2」です。
「1」はプロセスの存在を確認するだけで論理サーバの動作を確認しま
す。また，「2」はプロセスの存在を確認し，実際に論理サーバにアクセスして動作を確
認します。指定できる値は論理サーバの種類によって異なります。

（2） 論理サーバの動作確認間隔の設定
論理サーバの動作確認の間隔（秒）は，adminagent.< 論理サーバの種類
>.watch.interval キーに指定します。デフォルトは 10 秒です。必要に応じて，論理サー
バの動作を確認するときの間隔を変更してください。

（3） 論理サーバの動作確認タイムアウトの設定
論理サーバの動作確認のタイムアウト時間（秒）は，adminagent.< 論理サーバの種類
>.watch.timeout キーに指定します。デフォルトは 60 秒です。必要に応じて，論理サー
バの動作を確認するときのタイムアウト時間を変更してください。

（4） 論理サーバの動作確認リトライの設定
論理サーバの動作確認のリトライ回数は，adminagent.< 論理サーバの種類
>.watch.retry_count キーに指定します。デフォルトは 1 回です。
また，adminagent.watch.retry_timeout.enabled キーでは，タイムアウトの発生をリト
ライの対象にするかどうかを指定できます。デフォルトは false（リトライの対象にしな
い）です。なお，新規インストール時は true（リトライの対象にする）が指定されてい
ます。
必要に応じて，論理サーバの動作を確認するときのリトライの設定を変更してください。

（5） 論理サーバの動作確認の開始時間の設定
論理サーバを起動してから動作確認（動作確認レベル 2）を開始するまでの時間（秒）
は，adminagent.< 論理サーバの種類 >.watch.start_time キーに指定します。デフォル
ト値は論理サーバの種類によって異なります。必要に応じて，論理サーバの動作確認の
開始時間を変更してください。
なお，論理サーバの動作確認の開始時間を変更する場合は，「論理サーバの動作確認の開
始時間（秒）＜ 論理サーバの起動監視時間（分）
」となるように注意してください。論理
サーバの起動監視時間は，運用管理ポータルの「論理サーバの起動／停止」の［起動／
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停止の設定］画面で設定できます。起動監視時間が動作確認の開始時間よりも小さい場
合は，論理サーバの起動に失敗します。

（6） Hitachi Web Server の動作確認の設定
Management Server では，Web サーバとして Hitachi Web Server を管理できます。こ
こでは，動作確認用 HTTP メソッドの設定，および Hitachi Web Server の動作確認用
URL の設定について説明します。ただし，Hitachi Web Server 動作確認用 URL は，動
作確認用 HTTP メソッドの設定で「HEAD」を指定している場合にだけ設定できます。
（a） 動作確認用 HTTP メソッドの設定
論理サーバの動作確認レベル（adminagent.< 論理サーバの種類 >.watch.level キー）で，
「2」を指定（プロセスの存在を確認し，実際に論理サーバにアクセスして動作を確認す
る）した場合の Hitachi Web Server の動作確認用 HTTP メソッドを指定します。指定で
きる値は「HEAD」または「OPTIONS」です。
「HEAD」を指定した場合は，Hitachi
Web Server 動作確認用 URL（adminagent.hws.watch.url キー）で指定された URL に
アクセスして応答が返ることを確認します。また，
「OPTIONS」を指定した場合は，
Web サーバが HTTP メソッドを受け付け可能な状態であるかを確認します。
なお，「OPTIONS」を指定した場合，Hitachi Web Server の設定で，ルートディレクト
リに対してすべてのホストからのアクセスを禁止していると，運用管理エージェントか
らの動作確認アクセスも拒否されてしまうため，正しく稼働判定できなくなり，Hitachi
Web Server の起動に失敗します。その場合，ループバックアドレス（ホストの固定をし
ている場合は固定した IP アドレス）からのアクセスを許可する必要があります。Basic
認証の設定をしている場合など，アクセスを制限している場合も正しく稼働判定できな
くなるので注意してください。
（b） Hitachi Web Server 動作確認用 URL の設定
運用管理エージェントは，Hitachi Web Server が正常に動作しているかどうかを，設定
した URL に対して定期的にダミーアクセスをすることで判断します。ダミーアクセスの
レスポンスが返らないような状態（無応答の状態）になると，Hitachi Web Server が異
常と判断し，障害を検出します。このため，Web サーバを使用する場合には，動作確認
用 URL として実際にアクセスできる URL を設定してください。Hitachi Web Server 動
作確認用 URL は，adminagent.hws.watch.url キーに指定します。
URL には，http で始まる絶対パス，またはルートコンテキストからの相対パスを指定し
てください。デフォルト値は，ルートコンテキスト（http://localhost:< ポート番号 >/）
です。同一のホストに複数の Web サーバを構築する場合は相対パスで指定してくださ
い。
（例）
• 動作確認用 URL に「http://HostA:80/index.html」を指定する場合の例を次に示
します。
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adminagent.hws.watch.url=http://HostA:80/index.html
• 動作確認用 URL に「http://localhost:< ポート番号 >/index.html」を指定する場
合（複数 Web サーバ対応）の例を次に示します。
adminagent.hws.watch.url=index.html
なお，障害発生時の自動再起動については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参
照してください。
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3.5 システムの構成定義
この節では，J2EE アプリケーションを実行するシステムの構成定義について説明しま
す。
Web システムは，一つの業務システムに対応し，運用ドメイン内に複数配置できます。
運用管理ドメインは，Management Server が同一の運用管理ポリシーを適用して，複数
のサーバをまとめて管理する範囲のことです。
Web システムの構成は，Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義
ファイルで定義します。システム構成や 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論理サーバや，サーバマシンを Web システム内に
適切に配置して，Web システムの構成を定義してください。なお，Web システムの構成
を検討する指針については，マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」を参照し
てください。
● 簡易構築定義ファイルの作成
簡易構築定義ファイルはテキストエディタを使用して作成しますが，テンプレートファ
イルが用意されているので，構成の基本情報を設定するだけで運用できます。
簡易構築定義ファイルの作成手順を次に示します。
1. 簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルを任意の場所にコピーします。
テンプレートファイルは次の場所に格納されています。
Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥manager¥config¥templates¥
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/
2. 簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルを任意の名称に変更します。
テキストエディタなどを利用して，簡易構築定義ファイルに手順 3. 〜手順 7. の情報
を定義します。
3. Management Server で運用する Web システム名，Web システムの表示名などを定義
します。
1Web システムは，<web-system> タグから </web-system> タグまでの範囲に定義し
ます。
4. 負荷分散機を使用する場合は，使用する負荷分散機の種類や，管理用の IP アドレス
などを定義します。
負荷分散機を使用しないシステムの場合，負荷分散機の定義は不要です。負荷分散機
は，<load-balancer> タグから </load-balancer> タグまでの範囲に定義します。
5. システム構成や J2EE アプリケーションで使用する機能に応じて，物理ティアを定義
します。必要に応じて，論理サーバ全体で共通のコンフィグレーションを定義しま
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す。
システム構成や 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
るために必要な論理サーバが決定されます。Smart Composer 機能では，同一のデプ
ロイメント（論理サーバの配置，定義設定など）を適用するホスト（サーバマシン）
の集合を物理ティアという単位で定義します。物理ティアは，<tier> タグから </
tier> タグまでの範囲に，物理ティアの種類や，論理サーバ全体で共通のコンフィグ
レーションなどを定義します。
6. 論理サーバ（サービスユニット）を配置するホストを定義します。必要に応じて，論
理サーバごとのコンフィグレーションを定義します。
Smart Composer 機能では，論理サーバの集合をサービスユニットという単位で定義
します。サービスユニットは，<unit> タグから </unit> タグまででの範囲に，サービ
スユニットを配置するホストや，そのホストが属する物理ティア，論理サーバごとの
コンフィグレーションなどを定義します。
7. ホストを定義します。
物理ティアに属するホストのホスト名や，運用管理エージェントのホスト名などを定
義します。ホストは，Web システムに依存しません。Management Server で定義済
みのホストを利用する場合は，ホストの定義を省略できます。ホストは，<host> タ
グから </host> タグまでの範囲に定義します。
8. 手順 3. 〜手順 7. で定義した情報を反映します。
Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルの詳細や，Web システム，物理ティアお
よびサービスユニットの概要については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。
● 論理サーバのコンフィグレーション定義
論理サーバの動作設定や，機能を使用するための設定などは，論理サーバのコンフィグ
レーションで定義します。論理サーバのコンフィグレーションは，論理サーバ全体，お
よび論理サーバごとに定義できます。論理サーバ全体で共通の定義を設定する場合は物
理ティアで，論理サーバごとの定義を設定する場合はサービスユニットで定義します。
物理ティアで定義すると，その物理ティアに属するホストに配置する論理サーバ全体で
共通のコンフィグレーションが設定されます。コンフィグレーション定義時に使用する
簡易構築定義ファイルの主なタグを次の表に示します。
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表 3-2 論理サーバのコンフィグレーション定義時に使用する簡易構築定義ファイルの主
なタグ
タグ名称

説明

<configuration>

論理サーバの動作環境を設定します。動作環境を設定する論理サーバの種類
は，<logical-server-type> タグで指定します。
<configuration> タグは，物理ティアの定義（<tier> タグ内）
，およびサービ
スユニットの定義（<unit> タグ内）に設定できます。<tier> タグ内または
<unit> タグ内のどちらの <configuration> タグに設定するかによって，設定
内容を適用する論理サーバの範囲が異なります。論理サーバ全体で共通の設定
を変更したい場合は，<tier> タグ内の <configuration> タグを編集し，特定の
論理サーバの設定を変更したい場合は，<unit> タグ内の <configuration> タ
グを編集します。

<logical-server-type>

<configuration> タグで動作環境を設定する論理サーバの種類を定義します。
論理サーバの種類を次に示します。
• 論理 Web サーバ：web-server
• 論理 J2EE サーバ：j2ee-server
• 論理 SFO サーバ：sfo-server
• 論理パフォーマンストレーサ：performance-tracer
• 論理 CTM ドメインマネジャ：ctm-domain-manager
• 論理 CTM：component-transaction-monitor
• 論理スマートエージェント：smart-agent
• 論理ユーザサーバ：user-server（<tier> タグ内には定義できません。
）

<param>

論理サーバの動作環境を設定するパラメタ（パラメタ名と値の組み合わせ）を
定義します。1 種類のパラメタごとに <param> タグで囲んで定義します。

<param-name>

論理サーバの動作環境を設定するパラメタの名称を定義します。

<param-value>

<param-name> タグで指定したパラメタの設定値を定義します。

注

各論理サーバの <configuration> タグ内で，パラメタ名（<param-name> タグ）と値

（<param-value> タグ）の設定を省略すると，論理サーバの動作環境にはデフォルトの値が設定さ
れます。デフォルトの設定のままで利用する場合は，定義不要です。

Smart Composer 機能の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。なお，機能を使用するた
めに設定する項目のうち，一部の設定項目は，簡易構築定義ファイルで定義できません。
簡易構築定義ファイルで設定できない項目は，ほかのユーザ定義ファイルを使用して定
義します。機能を使用するための設定の詳細については，
「4. J2EE サーバの動作設定
（J2EE アプリケーションを実行するシステム）」を参照してください。また，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。
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この章では，マニュアル「Cosminexus 機能解説」で説明し
た機能を有効にするための設定項目と設定方法について説明し
ます。デフォルトの J2EE サーバの動作を変更しない場合は，
設定不要です。デフォルトで設定されている J2EE サーバの動
作を変更したい場合には，ユーザ定義ファイルの編集によっ
て，J2EE サーバの動作設定を変更する必要があります。

4.1 J2EE サーバの動作設定の方法
4.2 J2EE サーバで設定できる主な項目
4.3 JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設定
4.4 同時実行スレッド数の制御の設定
4.5 静的コンテンツのキャッシュの設定
4.6 ユーザスレッド生成のための権限の設定
4.7 アノテーションの参照を抑止する設定
4.8 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの設定
4.9 J2EE アプリケーションの更新検知とリロードの設定
4.10 コンテナ拡張ライブラリの設定
4.11 CTM によるリクエストのスケジューリングの設定
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4.12

リソース枯渇監視の設定

4.13

稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定

4.14

J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定

4.15

データベース監査証跡との連携の設定

4.16

監査ログ出力の設定
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4.1 J2EE サーバの動作設定の方法
この節では，マニュアル「Cosminexus 機能解説」で説明した J2EE サーバの機能を有
効にするための設定項目と設定方法について説明します。
デフォルトで設定されている J2EE サーバの動作を変更したい場合には，ユーザ定義
ファイルを編集して，J2EE サーバの動作設定を変更する必要があります。例えば，
J2EE サーバが使用するネーミングサービス，トランザクション，コネクション，コンテ
ナ，ログ，セキュリティの設定を変更したい場合，J2EE サーバの JavaVM の起動オプ
ションなどを変更したい場合などには，簡易構築定義ファイルで設定を変更します。簡
易構築定義ファイルに，テキストエディタなどを使用して，変更対象のパラメタ名と変
更後の値を設定します。変更後の値を設定した簡易構築定義ファイルを Smart
Composer 機能のコマンドを実行して反映することで，J2EE サーバの動作設定を変更で
きます。ただし，J2EE サーバのセキュリティポリシーと Web アプリケーションのプロ
パティを変更したい場合には，Management Server では設定できません。簡易構築定義
ファイル以外のユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで編集して，動作設定を変
更してください。

（1） 前提条件
server.policy または hitachi_web.properties を編集する場合は，編集対象の J2EE サー
バのセットアップが完了していることが前提になります。また，UNIX の場合，動作設
定を変更するときには，root 権限（Component Container 管理者を設定していない場
合），または Component Container 管理者の権限（Component Container 管理者を設定
している場合）が必要です。

（2） J2EE サーバの動作を設定するユーザ定義ファイル
次の三つのユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで編集して，J2EE サーバの動作
を設定します。
• 簡易構築定義ファイル
• server.policy（J2EE サーバ用セキュリティポリシーファイル）
• hitachi_web.properties（J2EE サーバ用 Web アプリケーションプロパティファイル）
J2EE サーバの動作設定は，簡易構築定義ファイルのパラメタで指定します。簡易構築定
義ファイルのパラメタは，<configuration> タグ内に，パラメタ名（<param-name> タ
グ）とパラメタ値（<param-value> タグ）を設定して，編集します。簡易構築定義ファ
イルでのパラメタの指定形式を次に示します。
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簡易構築定義ファイルでのパラメタの指定形式
<param>
<param-name> パラメタ名 </param-name>
<param-value> パラメタ値 1</param-value>
：
<param-value> パラメタ値 n</param-value>
</param>
<param>
：

簡易構築定義ファイルで編集した内容は，Smart Composer 機能のコマンドを使用して
反映します。ただし，J2EE サーバのセキュリティポリシーや，Web アプリケーション
のプロパティについては，ほかのユーザ定義ファイルを編集して，動作設定を変更して
ください。
ユーザ定義ファイルのうち，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。簡易構築定義ファイル以
外のユーザ定義ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。

（3） そのほかのユーザ定義ファイルの編集について
usrconf.properties，および usrconf.cfg には，テキストエディタなどで直接編集しなく
ても，簡易構築定義ファイルのパラメタで設定した内容が反映されます。簡易構築定義
ファイルのパラメタと，usrconf.properties および usrconf.cfg との対応を次の表に示し
ます。
表 4-1 簡易構築定義ファイルのパラメタと，usrconf.properties および usrconf.cfg との
対応
簡易構築定義ファイルのパラメタ
J2EE サーバ用ユーザプロパティを設定するパラメタ※
J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定でき

ユーザ定義ファイルの種類
usrconf.properties（J2EE サーバ用ユー
ザプロパティファイル）

るパラメタ※
J2EE サーバ用オプション定義を設定するパラメタ※

usrconf.cfg（J2EE サーバ用オプション
定義ファイル）

J2EE サーバの拡張パラメタに設定できるパラメタ※

注※

論理 SFO サーバの場合は，「J2EE サーバ」を「SFO サーバ」に読み替えてくだ

さい。
簡易構築定義ファイルの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。
Smart Composer 機能でシステムを構築する場合は，システムの一貫性を保つため，細
かい設定を変更する場合でも，簡易構築定義ファイルを編集するようにしてください。
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テキストエディタなどで個別にファイルを直接編集する場合には，スペルミスなどに十
分注意してください。usrconf.properties と usrconf.cfg 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，このマニュアルでのパラメタの記載形式を，簡易構築定義ファイルのパラメタご
とに説明します。
● J2EE サーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタ
J2EE サーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタの記載形式を次に示します。
なお，形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形式 2 は，表
中や，設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：

usrconf.properties で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.properties の < キー名称 > に読み替えて設定してください。J2EE サーバ用
のユーザプロパティを設定するパラメタの場合，<param-value> タグのパラメタ値が
キーに指定する値となります。
● J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定するパラメタ
J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定するパラメタの記載形式を次に
示します。なお，形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形
式 2 は，表中や，設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：

usrconf.properties で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.properties の < キー名称 > に読み替えて設定してください。J2EE サーバの
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JavaVM のシステムプロパティに設定できるパラメタの場合，<param-value> タグの
設定値がキーに指定する値となります。J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパ
ティは，
「J2EE サーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタ」に設定できないも
のなどを指定する場合に使用します。
● J2EE サーバ用オプション定義を設定するパラメタ
J2EE サーバ用オプション定義を設定するパラメタは，簡易構築定義ファイルのパラ
メタごとに記載形式が異なります。
• add.jvm.arg の場合
add.jvm.arg の場合の記載形式を次に示します。
形式
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パラメタの指定
内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
（設定値）

usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す「add.jvm.arg」を
太字
usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。
「add.jvm.arg」の場
合，<param-value> タグのパラメタ値（
（設定値））がキーに指定する値となりま
す。
• add.jvm.arg 以外の場合
add.jvm.arg 以外の場合は，J2EE サーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタ
と記載形式は同じです。usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
<
太字
パラメタ名 > を usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。
add.jvm.arg 以外の場合，<param-value> タグのパラメタ値がキーに指定する値と
なります。
● J2EE サーバの拡張パラメタに設定できるパラメタ
J2EE サーバの拡張パラメタに設定できるパラメタの記載形式を次に示します。なお，
形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形式 2 は，表中や，
設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：
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usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。J2EE サーバの拡張パラ
メタに設定できるパラメタの場合，<param-value> タグの設定値がキーに指定する値
となります。J2EE サーバの拡張パラメタは，「J2EE サーバ用オプション定義を設定
するパラメタ」に設定できないものなどを指定する場合に使用します。
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4.2 J2EE サーバで設定できる主な項目
J2EE サーバの動作設定でユーザ定義ファイルを編集して設定できる項目のうち，主な項
目とその項目を設定するユーザ定義ファイル，および各ファイルのパラメタやキーにつ
いて説明します。ユーザ定義ファイルのうち，簡易構築定義ファイルとパラメタの詳細，
およびここで説明していない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。簡易構築定義ファイル以外のユーザ定義ファイ
ルとキーの詳細，およびここで説明していないキーについては，マニュアル
「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

この節では，マニュアル「Cosminexus 機能解説」で説明した機能を使用するために設
定する項目を，次の分類に分けて説明します。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 コンテナの機能を使用するための設定
• EJB コンテナの機能を使用するための設定
• J2EE アプリケーションの実行の機能を使用するための設定
• ネーミング管理の機能を使用するための設定
• リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定
• コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定
• CTM の機能を使用するための設定
• セッションフェイルオーバ機能を使用するための設定
• システムの日常運用の支援機能を使用するための設定
• システムの保守支援機能を使用するための設定
• J2EE アプリケーションの運用機能を使用するための設定
• システムの監査支援機能を使用するための設定

ポイント
J2EE アプリケーションやリソースの設定をする場合は，サーバ管理コマンドまたは Server
Plug-in を使用します。ここではサーバ管理コマンドで使用する属性ファイルとタグについ
て説明します。
サーバ管理コマンドを使用する場合，ここで示した属性ファイル以外に，J2EE アプリケー
ションのすべての属性情報が含まれているアプリケーション統合属性ファイルも使用できま
す。
Server Plug-in を使用する場合，属性ファイルのタグに対応した項目に設定します。属性
ファイルのタグと対応する画面，サーバ管理コマンドと Server Plug-in での操作および設定
項目については，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。属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus
を参照してください。
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（1） Web コンテナの機能を使用するための設定
Web コンテナの機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルまたは server.policy に
設定します。設定内容を次の表に示します。
表 4-2 Web コンテナの機能を使用するための設定内容（簡易構築定義ファイル，
server.policy）
項目
インプロセス
HTTP サーバ

設定個所
簡易構築定
義ファイル
※1

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.enabled
インプロセス HTTP サーバを使用するかどうかを指定します。
このほかに，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration>
タグ内に，webserver.connector.inprocess_http から始まるパラメ
タで，インプロセス HTTP サーバで提供する機能を設定します。
設定方法については，「8. インプロセス HTTP サーバの設定
（J2EE アプリケーションを実行するシステム）
」を参照してくだ
さい。

セッション管理

簡易構築定
義ファイル

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.session.server_id.enabled ※ 2
セッション ID にサーバ ID を付加するかどうかを指定します。
• webserver.session.server_id.value ※ 1
セッション ID に付加するサーバ ID を指定します。
• webserver.container.server_id.enabled ※ 1
Cookie にサーバ ID を付加するかどうかを指定します。
• webserver.container.server_id.name ※ 1
サーバ ID を付加する Cookie の名称を指定します。
• webserver.container.server_id.value ※ 1
Cookie に付加するサーバ ID を指定します。

J2EE サーバ単位
でのデフォルトの
文字エンコーディ
ング設定※ 3

簡易構築定
義ファイル
※1

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.http.request.encoding
リクエストボディおよびクエリのデコードに使用する文字エン
コーディングを指定します。
• webserver.http.response.encoding
レスポンスボディのエンコードに使用する文字エンコーディン
グを指定します。
• webserver.jsp.pageEncoding
JSP ファイルのエンコーディングを指定します。
• webserver.static_content.encoding.extension
デフォルトのレスポンス文字エンコーディングを適用する静的
コンテンツの拡張子を指定します。
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項目
JSP 事前コンパイ
ル

設定個所
簡易構築定
義ファイル

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.jsp.keepgenerated ※ 1
JSP ファイルから生成した Java ソースファイルを保持してお
くかどうかを指定します。
• webserver.jsp.compile.backcompat ※ 1
Java ソースファイルをコンパイルするときの Java 言語仕様の
バージョンを指定します。
なお，Web アプリケーションによって，JSP ファイルから生成
された Java ソースファイルのバージョンが異なる場合は，Web
アプリケーションごとにバージョンを指定して JSP 事前コンパ
イルを実施してください。
• webserver.jsp.precompile.jsp_work_dir ※ 2
JSP 事前コンパイルを実施する場合のコンパイル結果を出力す
るディレクトリを指定します。
なお，これらの設定は，cjstartapp コマンドに -jspc オプションを
指定して事前コンパイルを実施する場合の設定項目となります。
Servlet 2.3 以前のバージョンの場合
Web アプリケーションに含まれるサーブレットのバージョン
が 2.4 の場合，JSP 事前コンパイル実行時に TLD ファイルが
DTD に従っているかどうかを検証します。Web アプリケー
ションに含まれるサーブレットのバージョンが 2.3 以前の場
合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration>
タグ内に，次のパラメタを，指定しておく必要があります。
• webserver.xml.validate ※ 1
TLD ファイルが DTD に従っているかを検証するかどうか
を指定します。
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項目
前バージョンから
の JSP の移行

設定個所
簡易構築定
義ファイル
※1

JSP ファイルのコ
ンパイル結果の保
持

簡易構築定
義ファイル

セキュリティ管理

簡易構築定
義ファイル

※1

※1
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設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.jsp.translation.backcompat.customAction.declareVar
iable
複数のカスタムタグで，スクリプト変数名とスクリプト変数の
スコープが重複する場合，JSP ファイルから生成された Java
コードで 2 回目のカスタムタグに対応するスクリプト変数の変
数宣言を出力するかどうかを指定します。
• webserver.jsp.translation.backcompat.taglib.noCheckPrefix
taglib ディレクティブの前に，taglib ディレクティブで指定し
た prefix を使用したカスタムタグを記述しているかチェックす
るかどうかを指定します。
• webserver.jsp.translation.backcompat.tag.noCheckRtexprvalue
Expression が指定できないタグの属性値に Expression が指定
されているかどうか検証するかどうかを指定します。
• webserver.jsp.translation.backcompat.tag.rtexprvalueTerminat
e
タグの属性値が，
「"<%=」または「'<%=」で開始しており，
「%>"」（
「'<%」で開始した場合は「%>'」）で終了していない属
性値の「"」
（または「'」
）で囲まれた値を文字列として扱うかど
うかを指定します。
• webserver.jsp.translation.backcompat.useBean.noCheckClass
JSP トランスレーション時に <jsp:useBean> タグのクラス属性
値のチェック処理を実行するかどうかを指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタなどを指定します。設定方法については，「4.3 JSP
ファイルのコンパイル結果の保持の設定」を参照してください。
• webserver.work.clean
JSP ファイルのコンパイル結果を保持するかどうかを指定しま
す。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.connector.redirect_https.port
Web サーバが使用している HTTPS のポート番号を指定します。
また，通信路の暗号化レベルの要請には，さらに，サーバ管理コ
マンドを使用して，暗号化レベルの要請を指定する必要がありま
す。サーバ管理コマンドを使用する場合は，WAR 属性ファイルの
<user-data-constraint> タグに指定します。
なお，この設定は，Web サーバと連携している場合だけ有効とな
ります。

EJB コンテナとの
連携

簡易構築定
義ファイル

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• ejbserver.deploy.stub.generation.scope ※ 2
別アプリケーションの EJB をリモートインタフェースで呼び出
すためのスタブを指定します。
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項目

設定個所

Web コンテナ単位
の同時実行スレッ
ド数の制御

簡易構築定
義ファイル

Web アプリケー
ション単位の同時
実行スレッド数の
制御※ 4

簡易構築定
義ファイル

Web コンテナの通
信タイムアウト

簡易構築定
義ファイル

※1

※1

※1

設定内容
Web コンテナ全体の最大同時実行スレッド数や，Web コンテナの
実行待ちキューに格納できるリクエストの数を指定します。
設定方法については，「4.4 同時実行スレッド数の制御の設定」
を参照してください。インプロセス HTTP サーバを使用する場合
の設定方法については，
「8.4.2 同時実行スレッド数の制御の設
定」を参照してください。
Web アプリケーション単位に同時実行スレッド数を制御するかど
うか，Web アプリケーションのデフォルトの実行待ちキューサイ
ズを指定します。
なお，Web アプリケーション単位での最大同時実行スレッド数，
占有スレッド数などは，サーバ管理コマンドで設定します。また，
URL グループ単位での同時実行スレッド数の制御についても，
サーバ管理コマンドで設定します。
設定方法については，「4.4 同時実行スレッド数の制御の設定」
を参照してください。インプロセス HTTP サーバを使用する場合
の設定方法については，
「8.4.2 同時実行スレッド数の制御の設
定」を参照してください。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.connector.ajp13.receive_timeout
Web サーバからのリクエスト受信時の待ち時間を指定します。
• webserver.connector.ajp13.send_timeout
Web コンテナでのレスポンス送信時の待ち時間を指定します。
設定方法については，「7.3 通信タイムアウトの設定」を参照し
てください。

Web サーバで使用
するホストの固定

簡易構築定
義ファイル

静的コンテンツの
キャッシュ

簡易構築定
義ファイル

※1

※1
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論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.connector.ajp13.bind_host
Web サーバ連携機能を使用する場合の IP アドレスまたはホス
ト名を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.bind_host
インプロセス HTTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指
定します。
• webserver.connector.http.bind_host
管理用サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.static_content.cache から始まるパラメタで，Web コン
テナ単位で静的コンテンツのキャッシュ機能を使用するかどうか，
キャッシュを許可する静的コンテンツのメモリサイズ，および
ファイルサイズの上限値を指定します。
なお，Web アプリケーション単位での静的コンテンツのキャッ
シュの設定は，サーバ管理コマンドで指定します。
設定内容については，「4.5 静的コンテンツのキャッシュの設定」
を参照してください。
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設定個所

管理用サーバ

簡易構築定
義ファイル
※1

ユーザスレッド生
成のための権限

server.polic
y※5

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のパラメタを指定します。
• webserver.connector.http.permitted.hosts
管理用サーバへのアクセスを許可するホストの IP アドレスまた
はホスト名を指定します。
• ejbserver.http.port
管理用サーバのポート番号を指定します。
ユーザがプログラムの中で明示して生成するスレッド（ユーザス
レッド）を生成するためには，対象となるサーブレットや JSP に
スレッドの生成権限を与える必要があります。
設定方法については，「4.6 ユーザスレッド生成のための権限の
設定」を参照してください。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

注※ 3

J2EE サーバ単位の設定とあわせて，Web アプリケーション単位での文字エンコーディン

グ設定がある場合は，Web アプリケーション単位での設定が有効になります。設定の優先順位につ
いては，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のデフォルトの文字エンコーディング設定に関する

説明を参照してください。なお，Web アプリケーション単位での設定については，
「9.6.3(1)

Web

コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定」を参照してください。
注※ 4

Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定は，運用管理コマンド

（mngsvrutil）を利用して，動的に変更することもできます。これによって，稼働中の Web アプリ
ケーションのサービスを停止することなく，同時実行スレッド数の設定を変更できます。Web アプ
リケーションの最大同時実行スレッド数の動的変更については，マニュアル「Cosminexus

システ

ム運用ガイド」を参照してください。
注※ 5

server.policy の場合は，Smart Composer 機能のコマンドでシステムを構築したあとに設定

してください。

（2） EJB コンテナの機能を使用するための設定
EJB コンテナの機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定します。設定内
容を次の表に示します。
表 4-3 EJB コンテナの機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）
項目

設定内容

RMI-IIOP 通信のタ
イムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.rmi.request.timeout ※ 1
RMI-IIOP 通信のクライアントとサーバ間の通信タイムアウト時間を指定し
ます。

ローカル呼び出し最
適化機能の範囲

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.rmi.localinvocation.scope ※ 1
EJB のリモートインタフェースでのローカル呼び出しの最適化の範囲を指定
します。
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項目

設定内容

リモートインタ
フェースの参照渡し
機能

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.rmi.passbyreference ※ 1
リモートインタフェースの参照渡し機能を有効にするかどうかを指定します。
また，サーバ管理コマンドでも参照渡し機能を有効にするかどうかを指定でき
ます。サーバ管理コマンドを使用する場合は，Entity Bean 属性ファイルや
Session Bean 属性ファイルの <pass-by-reference> タグに指定します。
簡易構築定義ファイルまたはサーバ管理コマンドのどちらかで有効を指定して
いれば，参照渡し機能は有効になります。

リモートインタ
フェースでの通信障
害発生時の EJB ク
ライアントの動作

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.container.rebindpolicy ※ 2
指定先の J2EE サーバがほかの J2EE サーバのクライアントである場合に，
EJB クライアント側でのコネクションの再接続動作とリクエストの再送動作
を指定します。

EJB コンテナの通信
ポートと IP アドレ
スの固定

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port ※ 1
EJB コンテナの通信ポートを指定します。
• vbroker.se.iiop_tp.host ※ 1
EJB コンテナの使用する IP アドレスまたはホスト名を固定するかどうかを指
定します。

Timer Service

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.ejb.timerservice.retryCount ※ 1
Timer Service のタイムアウトメソッドのコールバックをリトライする最大回
数を指定します。
• ejbserver.ejb.timerservice.retryInterval ※ 1
Timer Service のタイムアウトメソッドのコールバックをリトライする間隔を
秒単位で指定します。
• ejbserver.ejb.timerservice.maxCallbackThreads ※ 1
J2EE サーバ全体での Timer Service のタイムアウトメソッドをコールバック
する最大スレッド数を指定します。

EJB ホームオブジェ
クトへの再接続機能

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.container.ejbhome.sessionbean.reconnect.enabled ※ 1
EJB ホームオブジェクトへの再接続機能を有効にするかどうかを指定します。

Enterprise Bean へ
のアクセス制御の抑
止オプション

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.container.security.disabled ※ 2
Enterprise Bean へのアクセス制御機能を抑止するかどうかを指定します。
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簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
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（3） J2EE アプリケーションの実行の機能を使用するための設定
J2EE サーバで J2EE アプリケーションを実行するためには，簡易構築定義ファイルお
よび server.policy に設定します。設定内容を次の表に示します。
表 4-4 J2EE アプリケーションの実行の機能を使用するための設定（簡易構築定義ファ
イル，server.policy）
項目

設定個所

展開ディレクトリ形
式の J2EE アプリ
ケーション

server.policy

J2EE アプリケー
ションの更新検知と
リロード

簡易構築定義
ファイル※ 2

注※ 1

※1

設定内容
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを使用する
場合に，server.policy でアクセス権限を変更します。
設定方法については，「4.8 展開ディレクトリ形式の J2EE
アプリケーションの設定」を参照してください。
J2EE アプリケーションのリロード機能を使用するかどうか，
リロードの適用範囲などを指定します。設定方法については，
「4.9 J2EE アプリケーションの更新検知とリロードの設定」
を参照してください。

server.policy の場合は，Smart Composer 機能のコマンドでシステムを構築したあとに設定

してください。
注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

（4） ネーミング管理の機能を使用するための設定
ネーミング管理の機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定します。設定
内容を次の表に示します。
表 4-5 ネーミング管理の機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）
項目
基本設定

設定内容
デフォルトの設定では，J2EE サーバはホスト名「localhost」，ポート番号
「900」の CORBA ネーミングサービスをインプロセスで自動起動して使用しま
す。設定を変更したい場合には，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.naming.host ※ 1
CORBA ネーミングサービスのホスト名を指定します。
• ejbserver.naming.port ※ 1
CORBA ネーミングサービスのポート番号を指定します。
• ejbserver.naming.startupMode ※ 1
CORBA ネーミングサービスの起動モードを指定します。
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項目

設定内容

ラウンドロビン検索
※2

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.namingservice.group.list ※ 1
CORBA ネーミングサービスのグループを指定します。
• ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls ※ 1
各グループに属する，CORBA ネーミングサービスのルート位置を指定しま
す。
• java.naming.factory.initial ※ 1
InitialContextFactory の実装をデレゲートしているクラスを指定します。

ネーミングのキャッ
シング

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.cache ※ 1
ネーミングでのキャッシングを有効にするかどうかを指定します。
• ejbserver.jndi.cache.interval ※ 1
キャッシュクリアの間隔を指定します。
• ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option ※ 1
キャッシュクリアの範囲を指定します。
キャッシュを定期的にクリアするときの設定例（物理ティアの定義の場合）を
次に示します。
（例）
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache</param-name>
<param-value>on</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache.interval</param-name>
<param-value>60</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option</
param-name>
<param-value>check</param-value>
</param>
：
</configuration>

ネーミングサービス
の通信タイムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.request.timeout ※ 1
ネーミングサービスとの通信タイムアウト時間を指定します。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

ラウンドロビン検索は，ユーザ指定名前空間機能を使用していることが前提になります。

ユーザ指定名前空間機能を使用する場合，サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズと，J2EE
アプリケーションのプロパティの定義が必要です。設定方法については，
「9.2.2
ドの動作設定のカスタマイズ」
，および「9.6.3
きること」を参照してください。
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（5） リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定
リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するためには，簡易構築定義ファイ
ルに設定します。設定内容を次の表に示します。
表 4-6 リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定（簡易構築定
義ファイル）
項目

設定内容

トランザクションの
種類

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled ※ 1
ライトトランザクションを使用するか，グローバルトランザクションを使用
するかどうかを指定します。デフォルトの設定では，ライトトランザクショ
ンが有効になっています。

トランザクションの
タイムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut ※ 1
トランザクションのタイムアウト時間を指定します。

トランザクションの
リカバリ

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.distributedtx.recovery.port ※ 1
グローバルトランザクションを使用する場合に，トランザクションのリカバ
リで使用する固定ポート番号を指定します。

システム例外発生時
のクライアントトラ
ンザクションの動作

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.distributedtx.rollbackClientTxOnSystemException ※ 1
システム例外が発生したときにクライアントトランザクションをロールバッ
クにマークするかどうかを指定します。

ステータスファイル
の格納ディレクトリ

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，インプロセス
トランザクションサービスのステータスファイルとステータスファイルのバッ
クアップを格納するディレクトリとして，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 ※ 1
• ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 ※ 1
インプロセストランザクションサービスでは，トランザクションの整合性を保
証するため，ホスト名または IP アドレスを J2EE サーバの識別情報としてス
テータスファイル内に取り込みます。このため，J2EE サーバのコンフィグレー
ション定義で vbroker.se.iiop_tp.host パラメタを設定していて値を変更する場
合，または vbroker.se.iiop_tp.host パラメタを設定しないで J2EE サーバを起
動するマシンの IP アドレスを変更する場合は，次の手順に従ってください。
1. J2EE サーバ上でトランザクションが存在しない状態で，J2EE サーバを停
止してください。
2. IP アドレス，または vbroker.se.iiop_tp.host パラメタの設定を変更してく
ださい。
3. ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメタで指定したディレク
トリを削除してください。
4. J2EE サーバを起動してください。
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項目

設定内容

Application Server
が管理するトランザ
クションの外でコネ
クションシェアリン
グの有効化

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.connectionpool.sharingOutsideTransactionScope.enabled ※ 2
アプリケーションサーバが管理するトランザクションの外で複数回コネク
ションの取得を行ったときの，コネクションシェアリングの動作を指定しま
す。

コネクションアソシ
エーション

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.connectionpool.association.enabled ※ 1
コネクションアソシエーション機能を使用するかどうかを指定します。
• ejbserver.connectionpool.association.enabledDespiteUnshareableSetting ※
2

システムプロパティには，リソースの非共有を設定している場合※ 3 でも，コ
ネクションアソシエーション機能を使用するかどうかを指定します。
DataSource オブ
ジェクトのキャッシ
ング

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。

DB Connector のコ
ンテナ管理でのサイ
ンオンの最適化

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。

コネクションの自動
クローズ

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。

• ejbserver.jndi.cache.reference ※ 2
DataSource オブジェクトのキャッシングを有効にするかどうかを指定しま
す。

• ejbserver.connectionpool.applicationAuthentication.disabled ※ 2
コンテナ管理のサインオンの最適化機能を有効にするかどうかを指定します。

• ejbserver.webj2ee.connectionAutoClose.enabled ※ 1
Web アプリケーションでコネクションを自動クローズするかどうかを指定し
ます。
トランザクションタ
イムアウト（J2EE
サーバ単位）※ 4

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut ※ 1
J2EE サーバ上で開始されるトランザクションのタイムアウトのデフォルト値
を指定します。

未決着トランザク
ションの確認時間の
タイムアウト※ 5

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.distributedtx.recovery.completionCheckOnStopping.timeout ※ 2
J2EE サーバ停止時に行われるトランザクション仕掛かり完了確認のタイムア
ウト時間を指定します。

スマートエージェン
トが使用する通信
ポート

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• vbroker.agent.port ※ 1
スマートエージェントが使用する通信ポートを指定します。

注※ 1
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簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

注※ 3

WAR 属性ファイル，Entity Bean 属性ファイル，Session Bean 属性ファイル，または
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Message-driven Bean 属性ファイルの <res-sharing-scope> タグで，Unshareable（リソースを共
有しない）を指定している場合のことです。
注※ 4

CMT の場合，Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位の設定もできます。

Enterprise Bean，インタフェース，メソッド単位に設定する場合には，J2EE アプリケーションの
設定時にサーバ管理コマンドを使用して属性ファイルに設定します。J2EE アプリケーションの設定
については，
「9.6.3

J2EE アプリケーションのプロパティ定義で設定できること」を参照してくだ

さい。
注※ 5

アプリケーション開発時にタイムアウトを設定してください。J2EE アプリケーション運用

時には，トランザクションの信頼性を保証するために，タイムアウトを設定しないことをお勧めし
ます。

（6） コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定
コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定しま
す。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタで指定し
ます。
• add.class.path
コンテナ拡張ライブラリの JAR ファイルのパスを指定します。
• add.library.path
JNI 用ライブラリの検索パスを指定します。
これらのパラメタは，簡易構築定義ファイルの J2EE サーバの拡張パラメタに設定しま
す。
コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定方法については，
「4.10 コンテナ
拡張ライブラリの設定」を参照してください。

（7） CTM の機能を使用するための設定
CTM の機能を使用する場合，CTM を使用する構成でシステムを構築する必要がありま
す。CTM を使用するシステムの構成や構築手順については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
CTM の機能を使用して，リクエストをスケジューリングするための設定は，簡易構築定
義ファイルで ejbserver.ctm から始まるパラメタに，CTM デーモンの CTM 識別子，
CTM キューの長さなどを指定します。設定方法については，「4.11

CTM によるリクエ

ストのスケジューリングの設定」を参照してください。

（8） セッションフェイルオーバ機能を使用するための設定
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合，セッションフェイルオーバ機能を使用
する構成でシステムを構築する必要があります。セッションフェイルオーバ機能を使用
するシステムの構成や構築手順については，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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セッションフェイルオーバ機能を使用するための設定は，簡易構築定義ファイルで SFO
サーバ用のパラメタと，セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバ用のパラメタに
設定します。設定方法については，「6.2

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎの

設定」を参照してください。

（9） システムの日常運用の支援機能を使用するための設定
システムの日常運用の支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定しま
す。設定内容を次の表に示します。
表 4-7 システムの日常運用の支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）
項目

設定内容

リソース枯渇監視機
能

稼働情報収集機能

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に，ejbserver.watch から始まるパラメタ※で，リソース
枯渇監視機能の使用の有無，リソースの監視間隔やしきい値などを指定します。
なお，リソースの種別によっては，リソースの監視間隔やしきい値は，サーバ
管理コマンドで指定します。設定方法については，「6.3.4(1) リソース枯渇監
視の設定」を参照してください。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に，ejbserver.management から始まるパラメタ※で，
稼働情報の取得レベル，収集間隔，稼働情報ファイルの出力先，イベントを発
行するためのしきい値や監視間隔などを指定します。
なお，URL グループ単位の実行待ちリクエスト数を監視してイベントを発行す
る場合の設定は，サーバ管理コマンドで指定します。
設定方法については，
「4.13 稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定」
を参照してください。
また，イベント発行時に出力されるメッセージを利用して Management イベン
トを発行することもできます。Management イベントの設定については，
「6.3
Management イベントによる処理の自動実行の設定」を参照してください。

Management イベン
トによる処理の自動
実行

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.manager.agent.MEventAgent.enabled ※
Management イベントの発行を有効にするかどうかを指定します。
このほかに，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，manager.mevent から始まるパラメ
タ※で，Management イベント発行時の動作を設定します。設定方法について
は，「6.3 Management イベントによる処理の自動実行の設定」を参照してく
ださい。

注※

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

（10）システムの保守支援機能を使用するための設定
システムの保守支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルおよび
server.policy に設定します。設定内容を次の表に示します。
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表 4-8 システムの保守支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル，
server.policy）
項目
J2EE アプリケー
ションのユーザログ
出力

設定個所

設定内容

簡易構築定義
ファイル※ 1，
server.policy

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.application から始まるパラメタで，J2EE アプ
リケーションのユーザログの出力先，ログレベル，ログ面数，
使用するフィルタ，フォーマッタなどを指定します。また，
server.policy にセキュリティポリシーを指定します。設定方
法については，「5.20 アプリケーションのユーザログ出力の
設定」を参照してください。

※2

J2EE サーバのログ
出力

簡易構築定義
ファイル※ 1

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタを指定します。
• ejb.server.log.directory
J2EE サーバのログの出力先ディレクトリを指定します。
• ejbserver.logger から始まるパラメタ
J2EE サーバのログのファイルサイズ，ファイル面数，出
力レベルなどを指定します。
設定方法については，「5.6
を参照してください。

J2EE サーバのログ取得の設定」

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

server.policy の場合は，Smart Composer 機能のコマンドでシステムを構築したあとに設定

してください。

（11）J2EE アプリケーションの運用機能を使用するための設定
J2EE アプリケーションの運用機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定し
ます。設定内容を次の表に示します。
表 4-9 J2EE アプリケーションの運用機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイ
ル）
項目
J2EE アプリケー
ションの強制停止

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.deploy.app.stopforcibly.disabled ※ 1
J2EE アプリケーションの強制停止機能を使用するかどうかを指定します。
なお，J2EE アプリケーションのフロント（クライアントから見てリクエストの
受け口になる要素）が Enterprise Bean の場合には，サーバ管理コマンドを使
用してフロントとなる Enterprise Bean（フロント EJB）を指定する必要があ
ります。サーバ管理コマンドを使用する場合は，SessionBean 属性ファイル，
EntityBean 属性ファイル，または MessageDrivenBean 属性ファイルの
<front-ejb> タグに指定します。
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項目

設定内容

J2EE アプリケー
ション実行時間の監
視

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.ext.method_observation.interval ※ 2
J2EE アプリケーション実行時間の監視機能を使用するかどうか，動作中のリ
クエスト処理がタイムアウトしていないかを調査する時間間隔，およびタイ
ムアウトしたリクエスト（メソッド）をキャンセルする時間間隔を指定しま
す。
なお，J2EE アプリケーション実行時間の監視機能で使用するメソッドタイムア
ウトの時間，メソッドキャンセルのモードは，サーバ管理コマンドで指定しま
す。
設定方法については，
「4.14 J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定」
を参照してください。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

（12）システムの監査支援機能を使用するための設定
システムの監査支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルおよび監査ログ
ファイルに設定します。設定内容を次の表に示します。
表 4-10

システムの監査支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル，監査
ログファイル）

項目
データベース監査証
跡との連携

設定個所
簡易構築定義
ファイル※

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.container.audit_trail.enabled
データベース監査証跡連携機能を有効にするかどうかを指
定します。
設定方法については，
「4.15 データベース監査証跡との連携
の設定」を参照してください。

監査ログ出力

注※
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監査ログ定義
ファイル

監査ログ定義ファイルに，監査ログを出力するかどうかを指
定します。設定方法については，「4.16 監査ログ出力の設
定」を参照してください。

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
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4.3 JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設
定
JSP は，Web コンテナ上でコンパイルされ，Java ソースファイルおよびクラスファイル
が生成されます。Web コンテナでは，JSP のコンパイル結果である，Java ソースファイ
ルおよびクラスファイルを，J2EE サーバの再起動時に保持するかどうか設定できます。
この節では，JSP ファイルのコンパイル結果を保持するための設定について説明します。

（1） 設定方法
JSP ファイルのコンパイル結果を保持するかどうかは，簡易構築定義ファイルで設定し
ます。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを
設定してください。
• webserver.work.clean
コンパイル結果を保持するかどうかを指定します。
• webserver.work.directory
コンパイル結果の出力先を指定します。デフォルトの出力先を変更する場合に指定し
ます。デフォルトの出力先については，「(2) コンパイル結果の出力先について」を
参照してください。なお，この出力先は JSP 事前コンパイルを実施しない場合の出力
先となります。
• webserver.xml.validate
JSP 事前コンパイル実行時に，TLD ファイルの検証を実施するかどうかを指定しま
す。なお，このパラメタは，Web アプリケーションのバージョンが 2.3 以前のときに
指定します。Web アプリケーションのバージョンが 2.4 のときはデフォルトで検証を
実施するため，このパラメタへの指定はできません。

（2） コンパイル結果の出力先について
JSP 事前コンパイル機能を使用していない場合，JSP コンパイル結果は，JSP 用テンポ
ラリディレクトリ下に出力されます。デフォルトの出力先を変更する場合は，
webserver.work.directory パラメタに設定します。デフォルトの出力先を次に示します。
デフォルトの出力先
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥repository¥< サーバ
名称 >¥web
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/repository/< サーバ名称 >/web
JSP 用テンポラリディレクトリ下には Web アプリケーション単位でディレクトリが作成
され，該当する Web アプリケーション内の JSP コンパイル結果が出力されます。
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なお，Web アプリケーション単位のディレクトリは，コンテキストルート名を基にした
ディレクトリ名となります。コンテキストルート名にスラッシュ（/），ドル記号（$），
パーセント（%）
，プラス記号（+）が含まれる場合は，次に示す文字に変換されます。
変換前の文字

変換後の文字

/

$2f

$

$24

%

$25

+

$2b

例：
JSP 用テンポラリディレクトリがデフォルト，コンテキストルート名が
「J2EE_AP1/WEB_AP1_war」である場合，該当する Web アプリケーションの JSP
コンパイル結果の出力先を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥repository¥< サーバ
名称 >¥web¥J2EE_AP1$2fWEB_AP1_war
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/repository/< サーバ名称 >/web/
J2EE_AP1$2fWEB_AP1_war

！

注意事項
JSP 用テンポラリディレクトリの設定を変更する場合
JSP コンパイル結果を保持する設定で Web コンテナを稼働したあと，JSP 用テンポラリ
ディレクトリの設定を変更した場合，変更前の JSP 用テンポラリディレクトリは削除され
ません。このため，手動で削除する必要があります。
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4.4 同時実行スレッド数の制御の設定
Web コンテナでは，マルチスレッドでサーブレットのリクエストを処理します。このと
き，同時に実行できるスレッド数に上限を設定することで，スラッシングなどによるパ
フォーマンスの低下を防止できます。また，適切なスレッド数を設定することで，アク
セス状況に従ったパフォーマンスのチューニングができます。この節では，同時に実行
するスレッド数を制御するための設定について説明します。

（1） 設定方法
同時に実行するスレッド数を制御するには，Web コンテナ単位で制御する方法，Web ア
プリケーション単位で制御する方法，および URL グループ単位で制御する方法がありま
す。
（a） Web コンテナ単位での制御
Web コンテナ単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web コンテナ全体で同時に実
行できるスレッドの最大数を設定します。ここで設定したスレッド数は，Web コンテナ
にデプロイされているすべての Web アプリケーションで共用するスレッド数となりま
す。
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御は，簡易構築定義ファイルで設定しま
す。指定するパラメタは，Web サーバ連携の場合と，インプロセス HTTP サーバを使用
する場合で異なります。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
次のどちらかのパラメタを指定します。
• webserver.connector.ajp13.max_threads
Web コンテナ全体の最大同時実行スレッド数を指定します。このパラメタは Web
サーバ連携の場合に指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
Web コンテナ全体の最大同時実行スレッド数を指定します。このパラメタはインプロ
セス HTTP サーバを使用する場合に指定します。
（b） Web アプリケーション単位での制御
Web アプリケーション単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web コンテナでのス
レッド数制御も同時に設定する必要があります。Web アプリケーション単位での同時実
行スレッド数制御で設定するパラメタを次の表に示します。
表 4-11 Web アプリケーション単位でスレッド数を制御する場合の設定パラメタ
設定するパラメタ

最大同時実行スレッド数

設定単位
Web コンテナ単位

Web アプリケーション単位

○

○
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設定するパラメタ

設定単位
Web コンテナ単位

Web アプリケーション単位

占有スレッド数

−

○

実行待ちキューサイズ

−

○

デフォルトの実行待ちキューサ
イズ

−

○

（凡例） ○：設定する。

−：該当しない。

次に，Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御の設定について説明しま
す。Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御は，usrconf.properties
およびサーバ管理コマンドで設定します。なお，Web コンテナ単位での設定パラメタに
ついては，「(a)

Web コンテナ単位での制御」を参照してください。

● 簡易構築定義ファイルでの設定
簡易構築定義ファイルでは，次の内容が設定できます。
• 同時実行スレッド数の制御の有無
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.container.thread_control.enabled パラメタで，Web アプリケーション単
位で同時実行スレッド数を制御するかどうかを指定します。
「true」を指定すると，
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御が有効になります。なお，
「false」を指定すると Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数制御が無効
となり，Web コンテナ単位で同時実行スレッド数が制御されます。
• デフォルトの実行待ちキューサイズ
実行スレッド数が最大数に達した場合，リクエストはキューに溜められます。このと
きの，Web アプリケーションで共通となる実行待ちキューサイズ（デフォルトの実行
待ちキューサイズ）を webserver.container.thread_control.queue_size パラメタで，
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に指定します。ここで設
定した値は，Web アプリケーション単位での同時実行数を指定していない場合に適用
されます。
● サーバ管理コマンドでの設定
サーバ管理コマンドでは，次の内容が設定できます。
• 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 アプリケーションで，最大で幾つのスレッドを同時に実行できるかを指定できま
す。
• Web アプリケーション単位の占有スレッド数
Web アプリケーションで，最低限確保するスレッド数（占有スレッド数）を指定でき
ます。
なお，占有スレッド数を設定しない場合は，0 を指定します。
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• Web アプリケーション単位の実行待ちキュー
実行スレッド数が最大数に達した場合，リクエストはキューに溜められます。このと
きの，実行待ちキューサイズを Web アプリケーション単位で指定します。
サーバ管理コマンドを使用する場合には，WAR 属性ファイルの <thread-control> タグ
で，同時実行スレッド数を設定します。
• <thread-control> タグ下の <thread-control-max-threads> タグに，Web アプリケー
ション単位での最大同時実行スレッド数を指定します。
• <thread-control> タグ下の <thread-control-exclusive-threads> タグに，Web アプリ
ケーション単位での占有スレッド数を指定します。
• <thread-control> タグ下の <thread-control-queue-size> タグに，実行待ちキューサイ
ズを指定します。
サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで属性ファイルを取得し，属性ファイル編
集後に，cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させてください。サーバ管理コマンド
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。
（c） URL グループ単位での制御
URL グループ単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web アプリケーション単位で
の同時実行スレッド数制御，および Web コンテナでのスレッド数制御も同時に設定する
必要があります。URL グループ単位での同時実行スレッド数制御で設定するパラメタを
次の表に示します。
表 4-12

URL グループ単位でスレッド数を制御する場合の設定パラメタ

設定するパラメタ

設定単位
Web コンテナ単位

Web アプリケー
ション単位

URL グループ単位

同時実行スレッド数の制御を
するかどうか

−

○

−

最大同時実行スレッド数

○

○

○

占有スレッド数

−

○

○

実行待ちキューサイズ

−

○

○

デフォルトの実行待ちキュー
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

−

−

○

制御対象となる URL パターン

−

−

○

（凡例） ○：設定する。

−：該当しない。

次に，URL グループ単位での同時実行スレッド数制御の設定について説明します。URL
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グループ単位での同時実行スレッド数の制御は，サーバ管理コマンドで設定します。な
お，Web コンテナ単位での設定パラメタについては，
「(a) Web コンテナ単位での制御」
を，Web アプリケーション単位での設定パラメタについては，
「(b) Web アプリケー
ション単位での制御」を参照してください。
サーバ管理コマンドでは，次の内容が設定できます。
• URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の定義名
同時実行スレッド数制御をする URL のグループ名を指定します。グループ名は Web
アプリケーション内で一意な名称を指定する必要があります。
使用できる文字は次のとおりです。
• 半角英数字（A 〜 Z，a 〜 z，0 〜 9）
• 半角ハイフン（-）
• 半角アンダーバー（_）
また，文字列の長さは 1 〜 64 文字となります。
• URL グループ単位の最大同時実行スレッド数
URL グループで，最大で幾つのスレッドを同時に実行できるかを指定します。設定範
囲は次のとおりです。
最大同時実行スレッド数の設定範囲
1 ≦最大同時実行スレッド数（URL グループ単位）≦最大同時実行スレッド数
（Web アプリケーション単位）
• URL グループ単位の占有スレッド数
URL グループで，最低限確保するスレッド数（占有スレッド数）を指定します。設定
範囲は次のとおりです。
占有スレッド数の設定範囲
0 ≦占有スレッド数（URL グループ単位）≦最大同時実行スレッド数（URL グ
ループ単位）
さらに，URL グループ単位の占有スレッド数は，Web アプリケーション単位の
占有スレッド数以下である必要があります。
また，Web アプリケーション内の URL グループ単位に設定している占有スレッド数
の総和は，次の条件を満たしている必要があります。なお，条件は，Web アプリケー
ション単位の最大同時実行スレッド数と Web アプリケーション単位の占有スレッド数
の値によって異なります。
Web アプリケーション単位の設定が，最大同時実行スレッド数≠占有スレッド数の場
合
占有スレッド数（Web アプリケーション単位）≧占有スレッド数の総和（URL
グループ単位）
Web アプリケーション単位の設定が，最大同時実行スレッド数＝占有スレッド数の場
合
占有スレッド数（Web アプリケーション単位）＞占有スレッド数の総和（URL
グループ単位）
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なお，占有スレッド数を設定しない場合は，0 を指定します。
• 実行待ちキューサイズ
実行スレッド数が最大数に達した場合，リクエストはキューに溜められます。このと
きの，実行待ちキューサイズを URL グループ単位で指定します。設定範囲は次のと
おりです。
実行待ちキューサイズの設定範囲
0 ≦実行待ちキューサイズ（URL グループ単位）≦ 2,147,483,647
なお，0 を設定すると，実行待ちキューを使用しない設定になります。このとき，同
時実行スレッド数が上限に達すると，リクエストはエラーとなります。
• 制御対象となる URL パターン
同時実行スレッド数の制御対象となる URL を指定します。URL パターンは Web ア
プリケーション内で一意な名称を指定する必要があります。また，Web アプリケー
ションのコンテキスト以下を指定してください。
サーバ管理コマンドを使用する場合は，WAR 属性ファイルの <thread-control> タグ下
の <urlgroup-thread-control> タグで，同時実行スレッド数を設定します。
• <urlgroup-thread-control-name> タグに，同時実行スレッド数制御の定義名を指定し
ます。
• <urlgroup-thread-control-max-threads> タグに，URL グループ単位での最大同時実
行スレッド数を指定します。
• <urlgroup-thread-control-exclusive-threads> タグに，占有スレッド数を指定します。
• <urlgroup-thread-control-queue-size> タグに，実行待ちキューサイズを指定します。
• <urlgroup-thread-control-mapping> タグに，制御対象となる URL パターンを
<url-pattern> タグで囲んで指定します。
サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで属性ファイルを取得し，属性ファイル編
集後に，cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させてください。サーバ管理コマンド
については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照して
ください。

（2） 同時実行スレッド数設定の指針
Web アプリケーション単位または URL グループ単位の同時実行スレッド数制御をする
場合の設定の指針について説明します。
（a） Web アプリケーション単位で制御する場合の指針
• 設定する値は，次の順に決定してください。
1. Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数を決定する。
2. Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数を決定する。
3. Web アプリケーション単位の占有スレッド数を決定する。
4. 実行待ちキューサイズを決定する。
• Web アプリケーション単位の同時実行スレッド数の設定は，各 Web アプリケーショ
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ンの運用，および J2EE サーバが動作するホストの処理能力を考慮して設定してくだ
さい。設定値が妥当であるかどうかは，Web アプリケーションを実行し，評価する必
要があります。
なお，実行中の Web アプリケーションの稼働情報は，Management Server を利用し
て確認できます。Web アプリケーションの稼働状況の確認については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
• 複数の Web アプリケーションに占有スレッド数を設定する場合，各 Web アプリケー
ションの占有スレッド数の合計は，Web コンテナの最大同時実行スレッドの値以下に
する必要があります。設定値については，Web コンテナ単位の同時実行スレッド数の
制御とあわせて検討してください。
• Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数が少ない場合，Web アプリケーション単
位の最大同時実行スレッド数は，設定した数よりも少なくなるおそれがありますので，
注意してください。
• 占有スレッド数は，Web アプリケーションの最大同時実行スレッド数以下にしてくだ
さい。
（b） URL グループ単位で制御する場合の指針
• URL グループ単位の同時実行スレッド数制御の設定をする場合，事前に次の内容を設
定しておいてください。
• Web コンテナ単位の最大同時実行スレッド数
• Web アプリケーション単位の最大同時実行スレッド数，占有スレッド数，実行待ち
キューサイズ
• 設定する値は，次の順に決定してください。
1. URL グループ単位の最大同時実行スレッド数を設定する。
2. URL グループ単位の占有スレッド数を設定する。
3. URL グループ単位の実行待ちキューサイズを設定する。
4. URL パターンを設定する。
• URL グループ単位の最大同時実行スレッド数は，J2EE アプリケーション内にある業
務ロジックに対して，適切な値を設定してください。
例えば，特定の業務ロジックの処理が重い場合，その業務ロジックの同時実行スレッ
ド数に上限を設けることで，特定の業務ロジックにアクセスが集中した場合でも，特
定の業務ロジックが Web アプリケーション全体の処理能力を占有するのを防ぐことが
できます。
• URL グループ単位の占有スレッド数は，特定の業務ロジックを Web アプリケーショ
ン内のほかの業務ロジックの影響を受けないで実行させるために設定します。
• URL グループ単位の実行待ちキューサイズは，特定の業務ロジックへの流量の上限を
設けるために設定します。URL グループ単位の実行待ちキューは，デフォルトの実行
待ちキュー，Web アプリケーション単位の実行待ちキューと設定指針は同じです。
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4.5 静的コンテンツのキャッシュの設定
静的コンテンツのキャッシュ機能を使用すると，一度アクセスした静的コンテンツをメ
モリ上にキャッシュし，2 回目以降のアクセスではキャッシュからブラウザにレスポンス
を返すことで，静的コンテンツのレスポンスタイムを短縮できます。
Web コンテナでは，キャッシュを許可する静的コンテンツのメモリサイズ，およびファ
イルサイズの上限値を設定して，静的コンテンツのキャッシュを制御します。
静的コンテンツのキャッシュは，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。この節では，それぞれの静的コンテンツのキャッシュの設定について
説明します。

ポイント
Web コンテナ単位での設定，Web アプリケーション単位での設定をどちらも設定した場合
には，Web アプリケーション単位での設定が優先されます。

（1） Web コンテナ単位での設定
Web コンテナ単位に，静的コンテンツのキャッシュ機能を使用するかどうか，キャッ
シュを許可する静的コンテンツのメモリサイズ，およびファイルサイズの上限値を設定
します。設定した内容は，Web コンテナにデプロイされているすべての Web アプリケー
ションに適用されます。
Web コンテナ単位での静的コンテンツのキャッシュは，簡易構築定義ファイルで設定し
ます。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタで
設定します。
• webserver.static_content.cache.enabled
静的コンテンツのキャッシュの有効，無効，または強制無効を指定します。
• webserver.static_content.cache.size
静的コンテンツのキャッシュを許可する，Web アプリケーション単位のメモリサイズ
を設定します。
• webserver.static_content.cache.filesize.threshold
静的コンテンツのキャッシュを許可する，Web アプリケーション単位のファイルサイ
ズの上限値を指定します。
パラメタの詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」および
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

（2） Web アプリケーション単位での設定
Web アプリケーション単位に，静的コンテンツのキャッシュ機能を使用するかどうか，
キャッシュを許可する静的コンテンツのメモリサイズ，およびファイルサイズの上限値
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を設定します。
Web アプリケーション単位での静的コンテンツのキャッシュの設定には，サーバ管理コ
マンドを使用した属性ファイルの編集による方法と，Web アプリケーションの DD
（web.xml）の直接編集による方法の 2 種類があります。ここでは，サーバ管理コマンド
を使用した属性ファイルの編集による設定について説明します。Web アプリケーション
の DD（web.xml）の直接編集による設定については，マニュアル「Cosminexus アプ
リケーション開発ガイド」の DD の編集に関する説明を参照してください。
（a） 設定方法
サーバ管理コマンドを使用して属性ファイルを編集する場合は，アプリケーション属性
ファイルに，静的コンテンツのキャッシュの設定をします。cjgetappprop コマンドでア
プリケーション属性ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，cjsetappprop コマンド
で編集内容を Web アプリケーションに反映させてください。
（b） 設定内容
アプリケーション属性ファイルの <context-param> タグ内の <param-name> タグと
<param-value> タグで，静的コンテンツのキャッシュ機能を使用するかどうか，キャッ
シュを許可する静的コンテンツのメモリサイズ，およびファイルサイズの上限値を設定
します。
アプリケーション属性ファイルの <context-param> タグ内の <param-name> タグと
<param-value> タグでの設定内容を次の表に示します。
表 4-13

属性ファイルの設定内容（静的コンテンツのキャッシュの設定）

定義する項目

<param-name> に指定す
るパラメタ

静的コンテンツの
キャッシュの有効／
無効

com.hitachi.software.we
b.static_content.cache.en
abled

静的コンテンツのキャッシュの有効
または無効を指定します。
• true
静的コンテンツのキャッシュを有
効にします。
• false
静的コンテンツのキャッシュを無
効にします。

false

Web アプリケーショ
ン単位のメモリサイ
ズ

com.hitachi.software.we
b.static_content.cache.si
ze

静的コンテンツのキャッシュを許可
する，Web アプリケーション単位の
メモリサイズ（バイト単位）を指定
します。
0 〜 2,147,483,647 の範囲で指定でき
ます。0 を指定した場合は，メモリサ
イズは無制限となります。

10,485,76
0
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定義する項目

<param-name> に指定す
るパラメタ

<param-value> に指定する内容

Web アプリケーショ
ン単位のファイルサ
イズの上限値

com.hitachi.software.we
b.static_content.cache.fil
esize.threshold

静的コンテンツのキャッシュを許可
する，Web アプリケーション単位の
ファイルサイズの上限値（バイト単
位）を指定します。0 〜
2,147,483,647 の範囲で指定できま
す。0 を指定した場合は，ファイルサ
イズは無制限となります。

デフォル
ト値
524,288

なお，アプリケーション属性ファイルで無効な値や空文字が設定された場合は，Web コ
ンテナ単位での設定内容（usrconf.properties の設定内容）が使用されます。
（c） 属性ファイルの記述例
アプリケーション属性ファイルの記述例を次に示します。
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（省略）
：
<hitachi-war-property>
<description></description>
<display-name>StaticContentCache_war</display-name>
<small-icon></small-icon>
<large-icon></large-icon>
<context-param>
<param-name>
com.hitachi.software.web.static_content.cache.enabled
</param-name>
<param-value>true</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>
com.hitachi.software.web.static_content.cache.size
</param-name>
<param-value>5242880</param-value>
</context-param>
<context-param>
<param-name>
com.hitachi.software.web.static_content.cache.filesize.threshold
</param-name>
<param-value>102400</param-value>
</context-param>
<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
<runtime>
<context-root>sys</context-root>
</runtime>
<http-session>
<http-session-max-number>-1</http-session-max-number>
<resource-watcher>
<watcher-threshold>80</watcher-threshold>
<watcher-interval>30</watcher-interval>
<watcher-enabled>true</watcher-enabled>
<watcher-writefile-enabled>true</watcher-writefile-enabled>
</resource-watcher>
</http-session>
<start-notify-error>true</start-notify-error>
<start-order>10</start-order>
</hitachi-war-property>
：
（省略）

この記述例で設定される内容は，次のとおりです。
• 静的コンテンツキャッシュ機能を有効にしています。
• キャッシュを許可する Web アプリケーション単位のメモリサイズを 5,242,880 バイト
にしています。
• キャッシュを許可する Web アプリケーション単位のファイルサイズの上限値を
102,400 バイトにしています。
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4.6 ユーザスレッド生成のための権限の設定
アプリケーションを構成するサーブレットおよび JSP からスレッドを生成して，使用で
きます。ユーザがプログラムの中で明示して生成するスレッドのことを，ユーザスレッ
ドといいます。
この節では，ユーザスレッドを生成するための権限の設定について説明します。なお，
ユーザスレッドの使用条件やライフサイクル，ユーザスレッドの機能については，マ
ニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
ユーザスレッドを生成するには，server.policy に次の記述があるかどうかを確認してく
ださい。この定義によって，ユーザスレッドを生成するための権限が与えられます。
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThread";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThreadGroup";
server.policy の記述例を次に示します。
：
//
// Grant permissions to JSP/Servlet
//
grant codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/${ejbserver.serverName}/-" {
permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
permission java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThread";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThreadGroup";
permission java.net.SocketPermission "*", "connect";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read, write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read";
};
：
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4.7 アノテーションの参照を抑止する設定
この節では，J2EE サーバ単位にアノテーションの参照を抑止するために必要な設定につ
いて説明します。アノテーションの参照を抑止する機能については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」のアノテーションの参照抑止に関する説明を参照してくださ
い。
J2EE サーバ単位に，アノテーションの参照を抑止するかどうかを設定します。設定した
内容は，その J2EE サーバにデプロイされているすべての J2EE アプリケーションに適
用されます。
J2EE サーバ単位でアノテーションの参照を抑止する設定は，簡易構築定義ファイルを編
集して行います。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次の
パラメタで設定します。
• ejbserver.deploy.applications.metadata_complete
アノテーションの参照を抑止するかどうかを指定します。
パラメタの詳細については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」および
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

アノテーションの参照を抑止する設定をした場合，設定した J2EE サーバの起動時に，
アノテーションの参照を抑止することを示すメッセージが出力されます。J2EE サーバ起
動前または起動後にアノテーションの参照を抑止しているかどうかの設定を確認する場
合は，簡易構築定義ファイルの <configuration> タグ内のパラメタ
「ejbserver.deploy.applications.metadata_complete」に設定された値を参照してくださ
い。
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4.8 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケー
ションの設定
この節では，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを使用するために必要な
設定について説明します。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションについては，
マニュアル「Cosminexus 機能解説」の展開ディレクトリ形式による J2EE アプリケー
ションのデプロイを参照してください。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを使用する場合には，次のどちらかの
方法でセキュリティの設定を変更することをお勧めします。
• SecurityManager の解除
• セキュリティポリシーの設定変更
それぞれの方法について説明します。

（1） SecurityManager を解除する場合
J2EE サーバを起動するときに，cjstartsv コマンドに -nosecurity オプションを指定し，
SecurityManager を解除します。

# cjstartsv -nosecurity <サーバ名称>

！

注意事項
SecurityManager を解除することで，リソースアクセス時の権限チェックのオーバーヘッド
を削減できますが，J2EE アプリケーションは任意のリソースへのアクセスができるように
なるため，セキュリティが低下します。

（2） セキュリティポリシーの設定を変更する場合
アプリケーションディレクトリ以下の JAR ファイルやクラスファイルに，リソースに対
するアクセス権を与えるために，server.policy を次のように編集します。

grant codeBase
permission
permission
permission
permission
permission
};

"file:/D:/MyApplicationDir/Web.war/-"{
java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
java.net.SocketPermission "*", "connect";
java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read, write";
java.util.PropertyPermission "*", "read";
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4.9 J2EE アプリケーションの更新検知とリ
ロードの設定
アプリケーション開発でのテストやシステムの運用中に，修正した J2EE アプリケー
ションと動作中の J2EE アプリケーションを入れ替えたい場合，リロード機能を使用し
た入れ替えができます。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションを構成する
ファイルを更新した場合に，更新検知やコマンド実行によって，更新した J2EE アプリ
ケーションをリロードできます。リロード機能を使用することで，少ない手順で J2EE
アプリケーションを動的に入れ替えられるようになります。
この節では，展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの更新検知とリロードを
するための設定について説明します。更新検知とリロードについては，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」の J2EE アプリケーションの更新検知とリロードに関する説

明を参照してください。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをリロードするために必要な設定は，
構成ファイルの更新を検知してリロードするか，コマンドを実行してリロードするかに
よって異なります。展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをリロードするた
めに必要な設定を次の表に示します。
表 4-14

リロードするために必要な設定
設定項目

更新検知によるリロー
ドの場合

コマンドによるリ
ロードの場合

リロード機能の適用範囲の設定

○

○

更新検知インターバルの設定

○

−

構成ファイル更新用インターバルの設定

○

−

リロード遅延実行の設定

○

−

セッション情報ファイル格納先ディレクトリの変更

△

△

JSP 事前コンパイルの設定

△

△

J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定

△

△

（凡例） ○：設定する。

△：必要に応じて設定する。

−：該当しない。

（1） リロード機能の適用範囲の設定
デフォルトの設定では，リロード機能は無効になっています。リロード機能を使用する
ためには，リロード機能を有効にして，適用範囲を設定する必要があります。リロード
機能の適用範囲は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• ejbserver.deploy.context.reload_scope
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リロード機能を使用するかどうか，またリロードの対象を指定します。
• app：EJB アプリケーション（EJB-JAR）と Web アプリケーション（WAR）をリ
ロードの対象とする。
• web：Web アプリケーション（WAR）だけをリロードの対象とする。
• jsp：JSP だけをリロードの対象とする。
• none：リロード機能を使用しない。
なお，リロード機能の有効／無効は，usrconf.properties の
ejbserver.rmi.localinvocation.scope パラメタで指定するローカル呼び出し最適化機能の
適用範囲と，リロード機能の適用範囲の組み合わせによって決まります。ローカル呼び
出し最適化機能の適用範囲とリロード機能の適用範囲の対応については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の更新検知とリロードの概要に関する説明を参照してくださ
い。

（2） 更新検知インターバルの設定
J2EE サーバは，J2EE アプリケーションの構成ファイルを定期的に監視していて，構成
ファイルが更新されると更新を検知します。J2EE アプリケーションの構成ファイルを監
視して更新を検知する間隔は，更新検知インターバルとして設定します。更新検知イン
ターバルは，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• ejbserver.deploy.context.check_interval
J2EE アプリケーションの構成ファイルを監視して更新を検知する間隔（秒）を指定
します。
• webserver.context.check_interval
Web アプリケーションの構成ファイルを監視して更新を検知する間隔（秒）を指定し
ます。
• webserver.jsp.check_interval
JSP の構成ファイルを監視して更新を検知する間隔（秒）を指定します。
更新検知インターバルの設定値の関係を次に示します。
EJB アプリケーションの場合
ejbserver.deploy.context.check_interval の値が使用されます。なお，
ejbserver.deploy.context.check_interval に 0 を指定している場合，EJB アプリケー
ションは更新検知されません。
サーブレットの場合
webserver.context.check_interval または ejbserver.deploy.context.check_interval
の値が使用されます。優先順位を次に示します。
1. webserver.context.check_interval の値
2. ejbserver.deploy.context.check_interval の値
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なお，webserver.context.check_interval を指定していない場合には，
ejbserver.deploy.context.check_interval の値が使用されます。
また，webserver.context.check_interval に 0 を指定している場合，サーブレットは
更新検知されません。
JSP の場合
webserver.jsp.check_interval または ejbserver.deploy.context.check_interval の値
が使用されます。優先順位を次に示します。
1. webserver.jsp.check_interval の値
2. ejbserver.deploy.context.check_interval の値
なお，webserver.jsp.check_interval を指定していない場合には，
ejbserver.deploy.context.check_interval の値が使用されます。
また，webserver.jsp.check_interval に 0 を指定している場合，JSP は更新検知され
ません。

（3） 構成ファイル更新用インターバルの設定
構成ファイルの更新を検知してから，処理中のリクエスト数の監視を実施してリロード
を開始するまでの時間を構成ファイル更新用インターバルとして設定します。構成ファ
イル更新用インターバルは，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• ejbserver.deploy.context.update.interval
J2EE アプリケーションの構成ファイルのコピーに必要な時間（秒）を指定します。
• webserver.context.update.interval
Web アプリケーションの構成ファイルのコピーに必要な時間（秒）を指定します。
• webserver.jsp.update.interval
JSP の構成ファイルのコピーに必要な時間（秒）を指定します。
構成ファイル更新用インターバルの設定値の関係を次に示します。
EJB アプリケーションの場合
ejbserver.deploy.context.update.interval の値が使用されます。
サーブレットの場合
webserver.context.update.interval または ejbserver.deploy.context.update.interval
の値が使用されます。優先順位を次に示します。
1. webserver.context.update.interval の値
2. ejbserver.deploy.context.update.interval の値
webserver.context.update.interval を指定していない場合には，
ejbserver.deploy.context.update.interval の値が使用されます。
JSP の場合
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webserver.jsp.update.interval または ejbserver.deploy.context.update.interval の
値が使用されます。優先順位を次に示します。
1. webserver.jsp.update.interval の値
2. ejbserver.deploy.context.update.interval の値
webserver.jsp.update.interval を指定していない場合には，
ejbserver.deploy.context.update.interval の値が使用されます。

（4） リロード遅延実行の設定
Web アプリケーションをリロードする場合，リロード遅延実行を設定できます。デフォ
ルトの設定では，構成ファイル更新用インターバルのあとに新規リクエストを実行待ち
にしますが，リロード遅延実行を設定しておくと，処理中のリクエスト数が 0 になるか，
または設定した時間になるまで新規リクエストを受け付けることができます。リロード
遅延実行では，リロード遅延実行を使用するかどうか，およびリロード処理を開始する
までの時間（最大遅延時間）を設定します。リロード遅延実行は，簡易構築定義ファイ
ルで設定します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次の
パラメタを設定してください。
• webserver.context.reload_delay_timeout
Web アプリケーションをリロードする場合にリロード遅延実行を使用するかどうかを
指定します。また，リロード遅延実行を使用する場合に，リロード処理を開始するま
での時間を設定するときは，最大遅延時間（秒）を指定します。

（5） セッション情報ファイル出力先の変更
Web アプリケーションをリロードする場合は，リロード実行前に生成したセッション情
報を引き継いで，リロード後も継続して利用します。セッション情報は，セッション情
報ファイルに出力されます。
セッション情報ファイルの出力先
セッション情報ファイルは，デフォルトでは次の場所に出力されます。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥repository¥< サーバ
名 >¥web¥< コンテキストルート名 >¥cjwebsession.dat
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/repository/< サーバ名 >/web/< コンテキストルート名
>/cjwebsession.dat
Web アプリケーション単位のディレクトリ名
Web アプリケーション単位のディレクトリは，コンテキストルート名を基に規則に
従ったディレクトリ名となります。コンテキストルート名にスラッシュ（/）
，ドル記
号（$）
，パーセント（%）
，プラス記号（+）が含まれる場合は，次に示す文字に変
換します。
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変換前の文字

変換後の文字

/

$2f

$

$24

%

$25

+

$2b

出力先となるコンテキストルート名のディレクトリは，Web アプリケーションの開
始時に作成されます。ただし，コンテキストルートがルートコンテキストの場合は，
出力先ディレクトリのコンテキストルートは「$2f」として作成されます。作成され
たディレクトリは，Web アプリケーションの終了時に削除されます。
セッション情報ファイルの出力先を変更する場合には，簡易構築定義ファイルで設定し
ます。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを
設定します。
• ejbserver.deploy.session.work.directory
Web アプリケーションのセッション情報ファイルの出力先を指定します。
ejbserver.deploy.session.work.directory パラメタで指定したディレクトリ下に，
「web¥< コンテキストルート名 >」というディレクトリが作成されて，そのディレク
トリ下にセッション情報ファイルが出力されます。
（例）セッション情報ファイルの出力先の設定例
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.deploy.session.work.directory</param-name>
<param-value>C:¥tmp¥session_work</param-value>
</param>
：
</configuration>

この設定例の場合，コンテキストルート名が「examples」の Web アプリケーショ
ンのセッション情報ファイルは，次の場所に出力されます。
C:¥tmp¥session_work¥web¥examples¥cjwebsession.dat

（6） JSP 事前コンパイルの設定
JSP 事前コンパイルで JSP ファイルから生成されたクラスファイルを更新した場合も，
J2EE アプリケーションの構成ファイルの更新を検知し，リロードが実行されます。
cjstartapp コマンドに -jspc オプションを指定して JSP 事前コンパイルを実行する場合
には，usrconf.properties で JSP ワークディレクトリなどを設定しておく必要がありま
す。JSP 事前コンパイルの設定については，
「4.2(1)
めの設定」を参照してください。
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なお，アプリケーション開発時に cjjspc コマンドを使用して JSP 事前コンパイルを実行
する場合には，JSP ワークディレクトリなどはコマンドのオプションで指定します。
cjjspc コマンドを使用した JSP の事前コンパイルについては，マニュアル「Cosminexus
アプリケーション開発ガイド」の JSP ファイルの事前コンパイルに関する説明を参照
してください。

（7） J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定
構成ファイルの更新を検知した場合，処理中のリクエストの処理が完了するとリロード
処理を開始しますが，処理中のリクエストの処理が完了しない場合には，J2EE アプリ
ケーション実行時間の監視のメソッドタイムアウトおよびメソッドキャンセルを実施す
ることで，リロード処理を開始できます。
必要に応じて，J2EE アプリケーション実行時間の監視を設定してください。J2EE アプ
リケーション実行時間の監視の設定については，
「4.14 J2EE アプリケーション実行時
間の監視の設定」を参照してください。
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4.10 コンテナ拡張ライブラリの設定
コンテナ拡張ライブラリは，Enterprise Bean，サーブレット，JSP が利用する共通のラ
イブラリです。コンテナ拡張ライブラリを利用することで，Enterprise Bean，サーブ
レット，JSP から共通のライブラリを呼び出せるようになります。
この節では，コンテナ拡張ライブラリを使用するための設定について説明します。コン
テナ拡張ライブラリ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。なお，コンテナ拡張ライブラリが JNI を利用する場合は，サーバ起
動・停止フック機能を使用します。サーバ起動・停止フック機能の実装については，マ
ニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
コンテナ拡張ライブラリを使用するためには，次の設定が必要です。
1. コンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイルを作成します。
コンテナ拡張ライブラリの利用については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
を参照してください。
2. 簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタを指定します。
• add.class.path
add.class.path の設定値には，手順 1. で作成した JAR ファイルのパスを J2EE
サーバのシステムクラスパスを指定します。
add.class.path は，簡易構築定義ファイルの J2EE サーバの拡張パラメタに設定しま
す。
3. コンテナ拡張ライブラリから JNI 機能を使用する場合は，簡易構築定義ファイルで，
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを指定し
ます。
• add.library.path
add.library.path の設定値には，JNI 用ライブラリの検索パスを指定します。
• ejbserver.application.InitTermProcessClasses
ejbserver.application.InitTermProcessClasses の設定値には，サーバ起動・停止
フック機能のクラス名を指定します。
add.library.path および ejbserver.application.InitTermProcessClasses は，簡易構築
定義ファイルの，J2EE サーバの拡張パラメタに設定します。
4. サーバ管理コマンド用のファイルのキーにコンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイ
ルを指定します。
指定するファイルおよびキーは，OS によって異なります。
• Windows の場合
usrconf.bat の USRCONF_JVM_CLASSPATH キー
• UNIX の場合
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usrconf の USRCONF_JVM_CLPATH キー
5. コンテナ拡張ライブラリから JNI 機能を使用する場合は，サーバ管理コマンド用の
ファイルのキーで，JNI 用ライブラリの検索パスを指定します。
複数指定する場合は，セミコロン（;）で区切ってください。
指定するファイルは，OS によって異なります（キーは共通です）
。
• Windows の場合
usrconf.bat の USRCONF_JVM_LIBPATH キー
• UNIX の場合
usrconf の USRCONF_JVM_LIBPATH キー
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」および
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

簡易構築定義ファイルおよびユーザ定義ファイルの設定例を次に示します。この例では，
コンテナ拡張ライブラリの JAR ファイルは「extended_container.jar」で，そのコンテ
ナ拡張ライブラリが JNI を使用して「extended_container.dll」
（UNIX の場合，
extended_container）を呼び出します。
● Windows の場合
• 簡易構築定義ファイルの設定例
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>add.class.path</param-name>
<param-value>c:¥jar¥extended_container.jar</param-value>
<param-name>add.library.path</param-name>
<param-value>c:¥lib</param-value>
</param>
：
</configuration>

• サーバ管理コマンド用の usrconf.bat の設定例

rem system classpath
set USRCONF_JVM_CLASSPATH=c:¥jar¥extended_container.jar
rem library path
set USRCONF_JVM_LIBPATH=c:¥lib
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● UNIX の場合
• 簡易構築定義ファイルの設定例
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>add.class.path</param-name>
<param-value>/work/classes/extended_container.jar</param-value>
<param-name>add.library.path</param-name>
<param-value>/work/lib</param-value>
</param>
：
</configuration>

• サーバ管理コマンド用の usrconf の設定例

#!/bin/csh -f
# system classpath
set USRCONF_JVM_CLPATH=/work/classes/extended_container.jar
# library path
set USRCONF_JVM_LIBPATH=/work/lib
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4.11 CTM によるリクエストのスケジューリン
グの設定
Cosminexus では，CTM を使用してリクエストをスケジューリングすることで，特定の
J2EE アプリケーションに大量のリクエストが集中した場合に，リクエストを複数のサー
バに振り分けて処理させたり，一度に処理させるリクエストの数（流量）を制御したり
できます。負荷の集中による障害の発生を防止することで，システムの信頼性を確保で
きます。また，処理を適切に分散させることで，システムの処理性能の向上も図れます。
CTM を使用したリクエストのスケジューリングについては，マニュアル「Cosminexus
機能解説」の CTM によるリクエストのスケジューリングと負荷分散に関する説明を参
照してください。
この節では，CTM を使用してリクエストのスケジューリングをするための設定方法につ
いて説明します。
CTM によるリクエストのスケジューリングをするためには，次の設定が必要です。
• 実行環境ディレクトリの作成と環境変数の設定
• 簡易構築定義ファイルでの設定
• サーバ管理コマンドでの設定

（1） 実行環境ディレクトリの作成と環境変数の設定
CTM を使用するためには，CTM とパフォーマンストレーサの実行環境ディレクトリを
作成して，環境変数に指定する必要があります。
実行環境ディレクトリの作成および環境変数については，マニュアル「Cosminexus 簡
易構築・運用ガイド」の CTM を使用する場合に必要な設定に関する説明を参照してくだ
さい。

（2） 簡易構築定義ファイルでの設定
CTM を使用してリクエストをスケジューリングする場合には，簡易構築定義ファイルで
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定し
てください。なお，CTM の機能を使用する場合，CTM を使用する構成でシステムを構
築する必要があります。CTM を使用するシステムの構成や構築手順，および簡易構築定
義ファイルについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照して
ください。
● ejbserver.ctm.ActivateTimeOut
CTM を使用する J2EE アプリケーションのデプロイ時に，J2EE サーバがスケジュー
ルキューを活性化するときの待ち時間を指定します。
● ejbserver.ctm.DeactivateTimeOut
CTM を使用する J2EE アプリケーションのアンデプロイ時に，J2EE サーバがスケ
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ジュールキューを非活性化するときの待ち時間（実行中のリクエストの完了待ち時間）
を指定します。
● ejbserver.ctm.QueueLength
CTM を使用する J2EE アプリケーションのデプロイ時に，J2EE サーバによって生成
される CTM キューの長さを指定します。
● ejbserver.client.ctm.RequestPriority
J2EE サーバから CTM に送信するリクエストの優先度を指定します。

（3） サーバ管理コマンドでの設定
サーバ管理コマンドで設定できる内容を次に示します。サーバ管理コマンドでの操作に
ついては，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してく
ださい。
● J2EE アプリケーション単位での設定
アプリケーション属性ファイルで次の設定ができます。
• <managed-by-ctm> タグで，CTM を利用するかどうかを設定できます。
• <scheduling> タグで，スケジューリングをするキューの名称や長さなどを設定でき
ます。
• <scheduling-unit> タグで，スケジュールキューの配置単位として，J2EE アプリ
ケーション単位または Bean 単位のどちらかを選択できます。
● Stateless Session Bean 単位での設定
SessionBean 属性ファイルで次の設定ができます。
• <enable-scheduling> タグで，J2EE アプリケーションに含まれるどの Stateless
Session Bean をスケジューリングの対象にするかを設定できます。
• <stateless><pooled-instance> タグ下の <maximum> タグまたは <minimum> タグ
で，プールしておくインスタンス数の最大値または最小値を設定できます。なお，
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。
• <scheduling> タグで，スケジューリングをするキューの名称や長さなどを設定でき
ます。
cjgetappprop コマンドで属性ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，cjsetappprop
コマンドで編集内容を J2EE アプリケーションに反映させてください。
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4.12 リソース枯渇監視の設定
リソースの監視間隔やしきい値を指定してリソースを監視し，しきい値を超えた場合に
アラートを出力できます。また，リソース枯渇監視情報をファイルに出力できます。
リソース監視機能を使用できるのは，J2EE サーバまたは SFO サーバです。J2EE サー
バの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファイルディスクリプタ，スレッド
数，スレッドダンプ，HTTP リクエスト実行待ちキュー，セッション数，およびコネク
ションプールです。SFO サーバの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファイ
ルディスクリプタ，スレッド数，スレッドダンプです。なお，Windows，AIX では，
ファイルディスクリプタは監視できません。また，Linux ではスレッド数を監視できま
せん。
リソース枯渇監視機能を使用するためには，次の二つの設定が必要です。
• リソース枯渇監視機能の有効化
• リソース種別ごとの監視の設定
この節では，これらのリソース枯渇監視機能を使用するための設定について説明します。

（1） リソース枯渇監視機能の有効化
デフォルトの設定では，リソース枯渇監視機能は有効になっているので，設定は不要で
す。簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内で，ejbserver.watch.enabled パラメタに true
（リソース枯渇監視機能を有効にする）が指定されていて，すべてのリソースが監視され
るようになっています。なお，リソース枯渇監視機能を無効にしたい場合には，簡易構
築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）
の <configuration> タグ内で，ejbserver.watch.enabled パラメタに false（リソース枯渇
監視機能を無効にする）を指定してください。

（2） リソース種別ごとの監視の設定
デフォルトの設定では，監視対象となるすべてのリソースにしきい値や監視間隔の時間
などが設定されています。また，監視結果のリソース枯渇監視ログファイルへの出力も
有効になっています。リソース枯渇監視の設定を変更したい場合には，次の方法で設定
を変更してください。
● 次に示すリソースについては，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内で，各
リソースの監視の設定をします。
• メモリ
• ファイルディスクリプタ
• スレッド数
• スレッドダンプ
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• HTTP リクエスト実行待ちキュー（デフォルトの実行待ちキューの場合）
● 次に示すリソースについては，サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケー
ション単位またはリソースアダプタ単位で，各リソースの監視の設定をします。
• HTTP リクエスト実行待ちキュー（Web アプリケーションごとの実行待ちキューの
場合）
• セッション数
• コネクションプール
ただし，リソース枯渇監視ログファイルの面数とサイズは，usrconf.properties で指
定します。
リソース種別ごとの監視の設定を次の表に示します。
表 4-15
リソース種別
メモリ

リソース種別ごとの監視の設定
設定個所
簡易構築定義
ファイル

設定内容
J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，メモリ監視の設定を
します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.memory から始まるパラメタで，メモリ監視に
よるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソー
ス枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。また，
ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタで，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。※ 1

ファイルディス
クリプタ

J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，ファイルディスクリ
プタ監視の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.fileDescriptor から始まるパラメタで，ファイル
ディスクリプタ監視によるアラート出力の有無，監視のしきい
値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を
指定します。また，ejbserver.logger.channels.define から始まる
パラメタで，ファイルの面数，サイズを指定します。

スレッド数

J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，スレッド数監視の設
定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.thread から始まるパラメタで，スレッド数監視
によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リ
ソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。また，
ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタで，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。
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設定個所

セッション数

設定内容
J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，スレッドダンプ監視
の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.threaddump から始まるパラメタで，スレッド
ダンプ監視によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の
間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定しま
す。また，ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタ
で，ファイルの面数，サイズを指定します。

スレッドダンプ

HTTP リクエス
ト実行待ち
キュー
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簡易構築定義
ファイル

J2EE サーバ単位で，デフォルトの実行待ちキューの場合の
HTTP リクエスト実行待ちキュー監視の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.defaultRequestQueue から始まるパラメタで，
HTTP リクエスト実行待ちキュー監視によるアラート出力の有
無，監視のしきい値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイ
ルの出力の有無を指定します。また，
ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタで，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。

サーバ管理コ
マンド

J2EE アプリケーション単位で，Web アプリケーションごとの実
行待ちキューの場合の HTTP リクエスト実行待ちキュー監視の設
定をします。
WAR 属性ファイルの <thread-control> タグの
<resource-watcher> タグ下にある <watcher-enabled>，
<watcher-threshold>，<watcher-interval>，
<watcher-writefile-enabled> タグで，HTTP リクエスト実行待
ちキュー監視によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視
の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定しま
す。サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで WAR 属性
ファイルを取得し，ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドで
編集内容を反映させてください。

サーバ管理コ
マンド

J2EE アプリケーション単位でセッション数監視の設定をします。
WAR 属性ファイルの <http-session> タグの <resource-watcher>
タグ下にある <watcher-enabled>，<watcher-threshold>，
<watcher-interval>，<watcher-writefile-enabled> タグで，セッ
ション数監視によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視
の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定しま
す。サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで WAR 属性
ファイルを取得し，ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドで
編集内容を反映させてください。

簡易構築定義
ファイル

J2EE サーバ単位で，リソース枯渇監視ログファイルの面数，サ
イズを指定します。
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リソース種別
コネクション
プール

設定個所
サーバ管理コ
マンド

設定内容
リソースアダプタ単位でコネクションプール監視の設定をしま
す。
Connector 属性ファイルの <property-name> タグとして指定す
る <WatchEnabled>，<WatchThreshold>，<WatchInterval>，
<WatchWriteFileEnabled> タグで，コネクションプール監視に
よるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソー
ス枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。
リソースアダプタをデプロイしたあとで，サーバ管理コマンドの
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファ
イル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映してくだ
さい。※ 2

簡易構築定義
ファイル
注※ 1

J2EE サーバ単位で，リソース枯渇監視ログファイルの面数，サ
イズを指定します。

メモリ監視をする場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ

（sfo-server）の <configuration> タグ内で，JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パ
ラメタには，-XX:PermSize と -XX:MaxPermSize を指定し，メモリサイズは同じにすることをお勧
めします。メモリサイズに異なる値を指定した場合，Permanent 領域の領域拡張でもアラートが出
力されることがあります。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
• -XX:PermSize=（設定値）
• -XX:MaxPermSize=（設定値）
また，フルガーベージコレクションの予兆検知をするためには，JavaVM の Old 領域，New 領域の
サイズをチューニングする必要があります。
注※ 2

リソースアダプタをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンド

と cjsetresprop コマンドを使用してください。

なお，リソース枯渇監視ログファイルのファイルの面数，サイズは，簡易構築定義ファ
イルの次に示すパラメタで指定します。
● ejbserver.logger.channels.define.< 監視リソース名 >WatchLogFile.filenum
リソース種別ごとにリソース枯渇監視ログファイルのファイル数を指定します。
● ejbserver.logger.channels.define.< 監視リソース名 >WatchLogFile.filesize
リソース種別ごとにリソース枯渇監視ログファイルのファイルサイズを指定します。
これらのパラメタの監視リソース名には，リソース種別ごとのチャネル名を指定します。
• メモリの場合：MemoryWatchLogFile
• ファイルディスクリプタの場合：FileDescriptorWatchLogFile
• スレッド数の場合：ThreadWatchLogFile
• スレッドダンプの場合：ThreaddumpWatchLogFile
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• HTTP リクエスト実行待ちキューの場合：RequestQueueWatchLogFile
• セッション数の場合：HttpSessionWatchLogFile
• コネクションプールの場合：ConnectionPoolWatchLogFile
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4.13 稼働情報ファイルの取得とイベント発行
の設定
稼働情報の収集機能では，J2EE サーバの稼働状態を定期的に監視して，J2EE サーバの
各機能から出力されるサーバ性能やリソースの情報などの稼働情報を取得できます。
J2EE サーバの各機能から出力される稼働情報を収集して，稼働情報ファイルに出力でき
ます。また，稼働情報の監視対象にしきい値を設定しておくと，監視対象がしきい値を
超えたときにイベントを発行することができます。この節では，稼働情報ファイルを取
得するための設定と，イベントを発行するための設定について説明します。
稼働情報ファイルを出力する場合のデフォルトの出力先を次に示します。なお，作業
ディレクトリは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，ejb.public.directory パラメタで指定します。
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >¥stats
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/stats
デフォルトの設定では，J2EE サーバが出力した稼働情報が収集されて，稼働情報ファイ
ルに出力されます。また，稼働情報の監視対象がしきい値を超えたときにイベントが発
行されます。稼働情報ファイルの出力先や面数を変更したい場合や，稼働情報のしきい
値や監視間隔を変更したい場合には，簡易構築定義ファイルで設定を変更してください。
稼働情報ファイルの収集とイベントの発行に必要な設定を次の表に示します。
表 4-16
分類
稼働情報収集間
隔
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設定個所
簡易構築定義
ファイル

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.statistics.interval パラメタで，稼働情報
を取得する間隔（秒）を指定します。

4.
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設定個所

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.enabled パラメタで，稼働情報
ファイルを出力するかどうかを指定します。デフォルトは true で
す。

稼働情報ファイ
ルの出力

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.dir パラメタで，稼働情報ファ
イルの出力先ディレクトリを指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.num パラメタで，稼働情報
ファイルの面数を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.period パラメタで，稼働情報
ファイルの面を切り替える時間間隔（時間）を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.base_time パラメタで，稼働情
報ファイルの面を切り替える基点の時間を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.enable
d パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視を有効に
するかどうかを指定します。デフォルトは true です。

イベント発行
（フルガーベー
ジコレクション
回数の監視）

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.thresh
old パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視でのし
きい値を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.interv
al パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視でのしき
い値監視の間隔を指定します。
イベント発行
（URL グループ
単位の実行待ち
リクエスト数の
監視）

サーバ管理コ
マンド※

WAR 属性ファイルの <urlgroup-thread-control> <stats-monitor> - <waiting-request-count> タグ下の <enabled>
タグで，URL グループ単位の実行待ちリクエスト数の監視を有効
にするかどうかを指定します。デフォルトは true です。
WAR 属性ファイルの <urlgroup-thread-control> <stats-monitor> - <waiting-request-count> タグ下の
<high-threshold> タグで，URL グループ単位の実行待ちリクエ
スト数の上限しきい値を指定します。値は，実行待ちスレッド数
が格納された割合（%）で指定します。
WAR 属性ファイルの <urlgroup-thread-control> <stats-monitor> - <waiting-request-count> タグ下の
<low-threshold> タグで，URL グループ単位の実行待ちリクエス
ト数の下限しきい値を指定します。値は，実行待ちスレッド数が
格納された割合（%）で指定します。

注※

cjgetappprop コマンドで属性ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，cjsetappprop コマ

ンドで編集内容を反映させます。サーバ管理コマンドの操作については，マニュアル「Cosminexus
アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
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WAR 属性ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus
ンス
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定義編」を参照してください。
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4.14 J2EE アプリケーション実行時間の監視
の設定
J2EE アプリケーション実行時間の監視とは，EJB および Web アプリケーションのリク
エスト実行時間を監視する機能です。この節では，J2EE アプリケーション実行時間の監
視機能を使用するための設定について説明します。J2EE アプリケーション実行時間の監
視機能によって，J2EE アプリケーションで無限ループなどの障害発生を検知すると，一
定時間内に終了しなかったメソッド処理をタイムアウトしてユーザに通知し，さらにメ
ソッドキャンセル機能によって使用中のトランザクションの強制決着とメソッドのキャ
ンセルを実施できます。J2EE アプリケーション実行時間の監視を使用する場合は，次に
示す設定をしてください。
• J2EE サーバ単位での設定
• J2EE アプリケーション単位での設定
なお，J2EE アプリケーション実行時間の監視を使用する場合には，J2EE アプリケー
ション開発上の注意事項があります。J2EE アプリケーション実行時間の監視機能の実装
については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

（1） J2EE サーバ単位での設定
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.ext.method_observation.interval パラメタで，J2EE アプリケーション実行時
間の監視機能を使用するかどうかを指定します。0 を指定すると，J2EE アプリケーショ
ンの実行時間の監視機能が無効になります。1 以上の有効値を指定すると，J2EE アプリ
ケーションの実行時間の監視機能が有効になり，その値が次の二つの時間間隔として使
用されます。
• 動作中のリクエスト処理がタイムアウトしていないかを調査する時間間隔
• タイムアウトしたリクエスト（メソッド）をキャンセルする時間間隔

（2） J2EE アプリケーション単位での設定
J2EE アプリケーションの属性ファイルで，メソッドタイムアウトの時間と，メソッド
キャンセルのモードを設定します。サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで属性
ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドで編集内容を J2EE
アプリケーションに反映させます。
● メソッドタイムアウトの時間の設定
EJB 単位での設定
SessionBean 属性ファイル，EntityBean 属性ファイル，または
MessageDrivenBean 属性ファイルの <ejb-method-observation-timeout> タグ下
の <method-observation-timeout> タグで，メソッドタイムアウトの時間を指定
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します。
Web アプリケーション単位での設定
サーブレット属性ファイル，またはフィルタ属性ファイルの
<method-observation-timeout> タグで，サーブレット内のメソッド共通のメソッ
ドタイムアウトの時間を指定します。
● メソッドキャンセルのモードの設定
アプリケーション属性ファイルの <method-observation-recovery-mode> タグで，メ
ソッドキャンセルのモードを指定します。
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4.15 データベース監査証跡との連携の設定
データベース監査証跡連携機能とは，データベースが提供する監査証跡の機能と連携し
て，Cosminexus システムの情報をデータベース監査証跡に出力するための機能です。
データベース監査証跡連携機能を使用すると，J2EE アプリケーションまたは J2EE
サーバ内からデータベース上のテーブルにアクセスした際に，ルートアプリケーション
情報をデータベース監査証跡の情報の一部として出力できます。出力されたルートアプ
リケーション情報を利用して，データベースの監査対象のテーブルにアクセスしたリク
エストを特定できます。
データベース監査証跡連携機能を使用して，データベース監査証跡に Cosminexus シス
テムの情報を出力できるデータベースについては，マニュアル「Cosminexus 機能解
説」のデータベース監査証跡との連携に関する説明を参照してください。また，データ
ベース監査証跡の詳細については，データベースのマニュアルを参照してください。
この節では，データベース監査証跡連携機能を使用するための設定について説明します。
データベース監査証跡連携機能を使用するには次の設定が必要です。
• データベースサーバの監査証跡機能の有効化
• J2EE サーバ単位での設定
• JDBC ドライバの JAR ファイルのパスの設定

（1） データベースサーバの監査証跡機能の有効化
データベース監査証跡連携機能を使用するには，データベースサーバでデータベース監
査証跡の機能を有効にする必要があります。データベース監査証跡の機能を設定する際
には，監査対象とするテーブルや操作を検討してください。なお，Cosminexus システ
ムでは，Cosminexus Component Container やそのほかの構成ソフトウェアで使用する
独自のテーブルを生成しています。これらのテーブルを監査対象にするかどうかも検討
してください。
データベースサーバの監査証跡の機能の設定方法については，マニュアル「HiRDB シス
テム運用ガイド」を参照してください。

（2） J2EE サーバ単位での設定
簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.container.audit_trail.enabled パラメタで，データベース監査証跡連携機
能を使用するかどうかを指定します。プロパティを省略した場合，データベース監査証
跡連携機能は無効になります。ejbserver.container.audit_trail.enabled パラメタは，
J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティで定義します。
なお，データベース監査証跡連携機能が有効かどうかは，J2EE サーバ起動時に確認でき
ます。データベース監査証跡連携機能が有効な場合，J2EE サーバ起動時に
KDJE54000-I のメッセージが出力され，無効な場合，メッセージは出力されません。こ
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のデータベース監査証跡連携機能の有効・無効を通知するメッセージは，J2EE サーバ起
動後には出力されません。そのため，データベース監査証跡連携機能を使用する場合は，
J2EE サーバ起動時に KDJE54000-I のメッセージが出力されることを確認してくださ
い。

！

注意事項
データベース監査証跡連携機能を使用して，監査証跡に Cosminexus システムの情報を出力
できるデータベース以外のデータベースと接続する場合は，この機能を使用する設定にしな
いでください。Cosminexus から JDBC ドライバに監査証跡を出力しようとする不要な処理
が行われる場合があります。この場合，KDJE54000-I のメッセージが出力されても，デー
タベース監査証跡連携機能は使用できません。

（3） データベース監査証跡機能に対応した JDBC ドライバの JAR ファ
イルのパスの設定
データベース監査証跡連携機能を使用するには，データベース監査証跡機能に対応した
JDBC ドライバの JAR ファイルが必要です。JDBC ドライバの JAR ファイルを J2EE
サーバのユーザクラスパスに追加します。簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，add.class.path パラメタで指定します。
add.class.path パラメタの設定値には，JAR ファイルのパスを指定します。
add.class.path は，簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの拡張パラメタに設定しま
す。
HiRDB と連携する場合に使用する JDBC ドライバ，および JAR ファイルを次に示しま
す。
データベース
HiRDB
（バージョン 08-02 以降）

使用する JDBC ドライバ
HiRDB Type4 JDBC Driver

JAR ファイル
pdjdbc2.jar

なお，(2) でデータベース監査証跡連携機能を使用する設定をした場合でも，データベー
ス監査証跡連携機能に対応した JDBC ドライバの JAR ファイルが J2EE サーバのユーザ
クラスパスに追加されていないときは，KDJE54001-I のメッセージが出力され，データ
ベース監査証跡連携機能は無効になります。この場合，J2EE サーバ起動時に
KDJE54000-I は出力されません。
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4.16 監査ログ出力の設定
この節では，監査ログを出力するために必要な設定について説明します。監査ログを出
力する機能については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の監査ログを使用したシ
ステムの監査に関する説明を参照してください。
また，ここでは，監査ログの動作に関する情報が出力される，監査ログのメッセージロ
グ，および監査ログの例外情報の出力に関する設定についても説明します。監査ログの
メッセージログ，および監査ログの例外情報の詳細については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」の Cosminexus のログの取得に関する説明を参照
してください。
監査ログ，監査ログのメッセージログ，および監査ログの例外情報の出力についての設
定は，製品のインストール単位に設定します。
なお，監査ログの格納場所を変更したい場合は，それぞれのログの設定をする前に，次
の環境変数をシステム環境変数に設定しておいてください。
COSMINEXUS_AUDITLOG_CONF=

<監査ログ定義ファイルの格納場所のパス>

また，監査ログを出力する場合は，この節で説明している手順を必ず実施してください。
この節で説明している手順を実施しなかった場合，監査ログ定義ファイルに設定した，
出力ディレクトリや監査ログファイルに対するアクセス権が適用されません。監査ログ
定義ファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」の
監査ログ定義ファイルの説明を参照してください。それぞれのログの設定手順を次に示
します。
1. 監査ログ定義ファイルを編集します。
監査ログ，監査ログのメッセージログ，および監査ログの例外情報について，出力の
有無やそれぞれのログの出力先などを，監査ログ定義ファイルのプロパティに設定し
ます。
監査ログ定義ファイルに設定できるプロパティの詳細は，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

2. 監査ログセットアップコマンド（auditsetup コマンド）を実行します。
監査ログセットアップコマンドを実行すると，監査ログ，監査ログのメッセージロ
グ，および監査ログの例外情報に必要なアクセス権限が自動で設定されます。監査ロ
グセットアップ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。
監査ログセットアップコマンドの実行例を次に示します。
Windows の場合
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥common¥bin¥auditsetup.exe
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/common/bin/auditsetup
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資料取得の設定（J2EE アプ
リケーションを実行するシ
ステム）
この章では，トラブルシューティングの資料を取得するための
設定方法について説明します。トラブルシューティングに必要
な資料のうち，一部の資料は，運用を開始する前に資料取得の
ための設定をしておく必要があります。

5.1 資料取得の設定の概要
5.2 snapshot ログ収集の設定
5.3 障害検知時コマンドによる資料取得の設定
5.4 Management Server のログ取得の設定
5.5 性能解析トレースファイル収集の設定
5.6 J2EE サーバのログ取得の設定
5.7 SFO サーバのログ取得の設定
5.8 Web サーバのログ取得の設定
5.9 リダイレクタのログ取得の設定
5.10 インプロセス HTTP サーバのログ取得の設定
5.11 Cosminexus Manager のログ取得の設定
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5.12

コンソールログの取得の設定

5.13

リソースアダプタのログ取得の設定

5.14

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定

5.15

Cosminexus DABroker Library のログ取得の設定

5.16

OS の統計情報取得の設定

5.17

ユーザダンプ取得の設定

5.18

core ダンプ取得の設定

5.19

JavaVM の資料取得の設定

5.20

アプリケーションのユーザログ出力の設定

5. トラブルシューティングの資料取得の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

5.1 資料取得の設定の概要
トラブルシューティングに必要な資料のうち，一部の資料は，運用を開始する前に資料
取得のための設定をしておく必要があります。例えば，OS の統計情報，ユーザダンプ
（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合），JavaVM のガーベージコレク
ションのログなどは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得できません。こ
れらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得することをお勧めします。
この節では，トラブルシューティングに必要な資料と，その概要について説明します。
また，デフォルトの設定で取得できるようになっている資料については，特に設定は不
要ですが，ログの出力先やサイズなどを変更したい場合には，簡易構築定義ファイルや
ユーザ定義ファイルを編集して，設定を変更してください。
トラブルシューティングの資料取得のための設定を次の表に示します。
表 5-1 トラブルシューティングの資料取得のための設定
資料の種類

資料取得のための設定

設定の
要否

設定方法の参
照先

snapshot ログ

snapshot ログの収集先，収集方法や収集のタイミングを
変更する場合には，ユーザ定義ファイルを編集します。

△

5.2，5.3

Management
Server のログ

mserver.properties（Management Server 環境設定ファ
イル）で，ログの出力レベルや，ログファイルの面数など
を設定します。

△

5.4

性能解析ト
レースファイ
ル

mserver.properties（Management Server 環境設定ファ
イル）で，性能解析トレースファイルの面数を設定しま
す。
また，簡易構築定義ファイルで，論理パフォーマンスト
レーサ（performance-tracer）の <configuration> タグ内
に，パフォーマンストレーサのトレース取得レベルや，
PFR トレースファイルの面数などを指定します。

△

5.5

J2EE サーバ
のログ

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ログの出力
レベル，サイズ，面数などを設定します。
また，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.systemlog.enabled で，システムログ出
力の設定が有効になっている場合，J2EE サーバの起動，
停止および異常終了のメッセージがイベントログ（UNIX
の場合，syslog）に出力されます。

△

5.6

SFO サーバの
ログ

簡易構築定義ファイルで，論理 SFO サーバ（sfo-server）
の <configuration> タグ内に，ログの出力レベル，サイ
ズ，面数などを設定します。

△

5.7

Web サーバの
ログ

簡易構築定義ファイルで，論理 Web サーバ（web-server）
の <configuration> タグ内に，Web サーバのログの出力レ
ベル，出力先などを設定します。

△

5.8
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資料の種類

資料取得のための設定

設定の
要否

設定方法の参
照先

リダイレクタ
のログ

簡易構築定義ファイルで，論理 Web サーバ（web-server）
の <configuration> タグ内に，リダイレクタのログの出力
レベル，サイズ，面数などを設定します。
また，mod_jk.conf にログファイル名のプリフィックスを
指定します。

△

5.9

アプリケー
ションのユー
ザログ

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ロガーやハ
ンドラの設定，ログの出力レベル，サイズ，面数などを設
定します。また，server.policy で，セキュリティポリシー
を設定します。

○

5.20

インプロセス
HTTP サーバ
のログ

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，インプロセ
ス HTTP サーバのログ出力の有無，ファイル面数などを
設定します。また，アクセスログは，フォーマットを定義
することで，出力形式をカスタマイズできます。
インプロセス HTTP サーバのアクセスログのカスタマイ
ズについては，
「8.9 インプロセス HTTP サーバのアク
セスログのカスタマイズ」を参照してください。

△

5.10

稼働情報ファ
イル

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に，稼働情報ファイルの出力先や
面数などを設定します。

△

4.13

Cosminexus
Manager のロ
グ

manager.cfg で統合ログの面数やサイズを指定します。

△

5.11

コンソールロ
グ

adminagent.properties でコンソールログの出力の有無，
面数やサイズを設定します。

△

5.12

リソースアダ
プタのログ

サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタ単位で
のログ出力の有無を設定します。
また，簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ログの出力
レベル，サイズ，面数を設定します。

△

5.13

Cosminexus
TPBroker の
トレースファ
イル

簡易構築定義ファイル（論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
の <configuration> タグ内），サーバ管理コマンド用の
usrconf.bat（UNIX の場合は usrconf）と
usrconf.properties で，トレースファイルの出力先や面数
などを設定します。

△

5.14

Cosminexus
DABroker
Library のロ
グ

環境設定ユティリティまたは Cosminexus DABroker
Library 動作環境定義ファイルで，ログファイルサイズな
どを設定します。

△

5.15

OS の統計情
報

Windows の場合，Windows のシステムモニタでシステム
リソースのパフォーマンスデータ取得の設定をします。

○

5.16

ユーザダンプ

Windows の場合，ワトソン博士で，ユーザダンプ取得の
設定をします。

○

5.17
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資料の種類

資料取得のための設定

設定の
要否

設定方法の参
照先

core ダンプ

UNIX の場合，簡易構築定義ファイルやシェルコマンド
で，core ファイル取得の設定をします。

○

5.18

JavaVM の資
料

簡易構築定義ファイルで，JavaVM のスレッドダンプや日
立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）の
出力方法や出力内容などの設定をします。

○

5.19

サーバ管理コ
マンドのログ

サーバ管理コマンド用の usrconf.bat（UNIX の場合は
usrconf）と usrconf.properties で，ログの出力レベルな
どを設定できます。

△

9.2.2(3)

（凡例）
○：資料を取得する場合には，設定が必要。
△：デフォルトの資料取得の設定を変更する場合だけ，設定が必要。

この表に示したログは，snapshot ログで一括収集できます。ただし，Cosminexus
TPBroker のトレースファイルについては，収集できるものと収集できないものが混在し
ています。このほかにも，snapshot ログのデフォルトの設定で取得できないログについ
ては，取得のための設定をしたり，snapshot ログの収集先に追加したりする必要があり
ます。また，ユーザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）につ
いては，固定のファイル名に対して収集します。障害発生時に収集するためには，ユー
ザ作成の障害検知時コマンドを利用する必要があります。
なお，次のログはログ出力先を変更できません。
● セットアップ時に作成される install.log，移行コマンドなどのログファイル
● 次のディレクトリに出力される Java のスレッドダンプファイル
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >
ログの種類やデフォルト値，チャネル名，取得できるログの詳細や取得方法については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
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5.2 snapshot ログ収集の設定
システムの構成ソフトウェアがトラブル発生時にそのときの状態を出力したログを，
snapshot ログといいます。snapshot ログには，各種構成ソフトウェアのログのほかに，
スレッドダンプ，性能解析トレースなど，システム保守に必要な情報とアプリケーショ
ン保守に必要な情報が含まれます。Cosminexus で構築したシステムでは，これらの情
報を snapshot ログとして一括収集し，ZIP 形式のログファイルとして取得できます。
なお，snapshotlog コマンドで収集できる snapshot ログと，Management Server の運
用管理コマンド（mngsvrutil）などで収集できる snapshot ログでは，デフォルトの状態
で収集できるファイルが異なります。Management Server の運用管理コマンド
（mngsvrutil）などで収集できる snapshot ログは，デフォルトの状態でインストール情
報や OS の状態・ログなどを収集できますが，snapshotlog コマンドでインストール情報
や OS の状態・ログなどを収集するためには，コマンド実行時に指定する snapshot ログ
収集先対象リストファイルを編集して，snapshot ログの収集先を追加する必要がありま
す。
この節では，snapshot ログ収集のための設定について説明します。snapshot ログの収集
対象一覧については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してくだ
さい。また，snapshot ログ収集の設定で使用するコマンドやファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス
リファレンス

コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus

定義編」を参照してください。

（1） snapshot ログの収集のタイミング
snapshot ログの収集のタイミングと取得のための設定を次の表に示します。
表 5-2 snapshot ログの収集のタイミングと取得のための設定
分類

収集のタイミング

自動的に収集
する※

論理サーバが障害時に自動停止される直前
J2EE サーバが障害時に自動再起動される直前
J2EE サーバを手動で一括再起動する直前

任意のタイミ
ングで収集す
る

注※

Management Server の運用管理コマンド
（mngsvrutil）で snapshot ログの収集を実行し
たとき

デフォルトの設定を変更するため
に必要な設定
• 障害検知時コマンドの設定
• snapshot ログの収集先のカス
タマイズ
• snapshot ログの収集先のカス
タマイズ

論理サーバの停止前，または J2EE サーバの再起動前のどちらのタイミングで snapshot ログ

を収集するかは，mserver.properties の com.cosminexus.mngsvr.snapshot.collect.point キーで変
更できます。デフォルトの設定では，論理サーバの停止前に snapshot ログが収集されます。
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（a） 自動的に収集する場合
次に示すどちらかのタイミングで snapshot ログを自動的に収集する場合には，
Management Server によって障害検知時コマンドが実行されて，スレッドダンプと性能
解析トレースなどの資料が取得されます。
• 論理サーバが障害時に自動停止される直前（デフォルトの設定）
• J2EE サーバが障害時に自動再起動される直前
障害検知時コマンドで取得された資料は，snapshot ログとして収集できます。障害検知
時コマンドの動作や設定の変更については，
「5.3 障害検知時コマンドによる資料取得
の設定」を参照してください。
（b） 任意のタイミングで収集する場合
任意のタイミングで snapshot ログを収集する場合には，スレッドダンプファイルやユー
ザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）が出力されているとき
だけ，snapshot ログとして収集できます。任意のタイミングで snapshot ログを収集す
る際に，コマンドが実行されてスレッドダンプファイルやユーザダンプまたは core ダン
プが出力されることはありません。
Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）を実行して任意のタイミングで
snapshot ログを収集する場合は，コマンド実行時に収集先の種別（種別 1，種別 2）を
指定して収集できます。それ以外のタイミングでは，種別 1 と種別 2 それぞれの収集対
象として定義されているファイルがすべて収集されます。

（2） snapshot ログで収集できるファイル
トラブルシューティングに必要な資料は，資料を保守員へ送付するときのタイミングに
よって，一次送付資料と二次送付資料に分類されます。snapshot ログでは，一次送付資
料と二次送付資料を収集できます。
● 一次送付資料
メールの添付資料として送付できるファイルサイズの資料が該当します。メールなど
で早急に保守員に送付できます。
一次送付資料としてどのファイルを収集するかは，一次送付資料用の snapshot ログ
収集先対象リストファイル（snapshotlog.conf）で指定します。mngsvrutil コマンド
で引数 snapshot 1 を指定して snapshot ログを収集する場合は，snapshotlog.conf に
指定されているファイルが収集されます。
● 二次送付資料
一次送付資料に加えて，ファイルサイズが比較的大きい資料が該当します。ファイル
サイズが比較的大きい資料は資料の送付に時間が掛かるため，別途，保守員に送付す
る必要があります。
二次送付資料としてどのファイルを収集するかは，二次送付資料用の snapshot ログ
収集先対象リストファイル（snapshotlog.2.conf）で指定します。mngsvrutil コマン
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ドで引数 snapshot 2 を指定して snapshot ログを収集する場合は，snapshotlog.conf
と snapshotlog.2.conf に指定されているファイルが収集されます。
snapshotlog.conf および snapshotlog.2.conf の指定については，「(3)

snapshot ログの

収集先のカスタマイズ」を参照してください。
デフォルトの設定で一次送付資料および二次送付資料として収集できる資料を次の表に
示します。
表 5-3 デフォルトの設定で一次送付資料および二次送付資料として収集できる資料
資料の種類

一次送付資料

二次送付資料

メッセージログ

○

○

ユーザログ

○

○

例外ログ

○

○

保守用ログ

○

○

性能解析トレース

−

○※ 1

○※ 1

○※ 1

JavaVM のガーベージコレクションのログ

○

○

メモリダンプ

−

○

JavaVM ログファイル

○

○

エラーリポートファイル

○

○

OS の状態・ログ

○

○

OS の統計情報

○

○

定義情報

○

○

作業ディレクトリ

○

○

−※ 2

○

○

○

JavaVM のスレッドダンプ

リソースの設定
Web サーバのログ
JavaVM のスタックトレース情報

○※ 1 ※ 3

○※ 1 ※ 3

稼働情報

○

○

監査ログ

−

○

（凡例）
○：収集できる。

−：収集できない。

注
Cosminexus の各構成ソフトウェアが出力するメッセージログや保守用ログは，snapshot ログ
のデフォルトの設定では，構成ソフトウェアのインストール時にデフォルトで作成されたディ
レクトリだけが収集対象となっています。構成ソフトウェアのログの出力先を変更している場
合には，収集先も変更してください。
注※ 1
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システム提供の障害検知時コマンドによって取得されたものが，snapshot ログとして収集され
ます。システム提供の障害検知時コマンドについては，「5.3 障害検知時コマンドによる資料
取得の設定」を参照してください。
注※ 2
デフォルトの設定では，snapshotlog.conf には収集先のパスが記述されていますが，コメント
が付いているため収集対象外となっています。コメントを外すと収集できます。
注※ 3
UNIX の場合だけ取得できる資料です。

デフォルトで snapshot ログの収集先として定義されていないファイルを snapshot ログ
として収集したい場合には，そのファイルの出力先を snapshot ログ収集先対象リスト
ファイルに追加してください。また，資料によっては，次のような設定も必要になりま
す。
● 運用開始前の資料取得のための設定
運用開始前に，資料取得のための設定をしておく必要があります。
● コマンドなどによる資料の取得
snapshot ログとして収集する前に，コマンドを実行して収集対象の資料を取得してお
く必要があります。資料の取得については，マニュアル「Cosminexus システム運
用ガイド」を参照してください。
（例）
ユーザダンプまたは core ダンプは，運用開始前にワトソン博士の設定または core
ファイルのサイズの設定が必要です。運用開始前に取得のための設定をした上で，
ユーザ作成の障害検知時コマンドを使用して障害発生時のユーザダンプまたは core
ダンプを取得し，そのユーザダンプまたは core ダンプを snapshot ログとして収集
することをお勧めします。
また，デフォルトの snapshot ログ収集先対象リストファイルには，ユーザダンプま
たは core ダンプのデフォルトの出力先が指定されています。ワトソン博士を設定し
た場合や OS を C ドライブ以外に設定した場合には snapshot ログの収集先を変更す
る必要があります。
運用開始前に実施する取得のための設定については，「5.17
定」，または「5.18

ユーザダンプ取得の設

core ダンプ取得の設定」を参照してください。ユーザ作成の障

害検知時コマンドについては，「5.3

障害検知時コマンドによる資料取得の設定」

を参照してください。

（3） snapshot ログの収集先のカスタマイズ
snapshot ログの収集先は，snapshot ログ収集先対象リストファイルでカスタマイズでき
ます。また，adminagent.properties では，論理サーバごとの snapshot ログのファイル
数を指定できます。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。
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（a） snapshot ログの収集先の指定
snapshot ログ収集先対象リストファイルを編集して，snapshot ログの収集先を指定して
ください。snapshot ログ収集先対象リストファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥snapshotlog.conf
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥snapshotlog.2.conf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/snapshotlog.conf
/opt/Cosminexus/manager/config/snapshotlog.2.conf
snapshotlog.conf では，一次送付資料として収集するファイルの格納ディレクトリを指
定します。また，snapshotlog.2.conf では，二次送付資料として収集するファイルの格納
ディレクトリを指定します。
なお，このリストファイルでは変数を使用できます。例えば，Cosminexus のインス
トールディレクトリを表す変数「${cosminexus.home}」を使用して，リストファイルに
「${cosminexus.home}/manager/log/.+」（ピリオド（.）は任意の文字，プラス（+）は 1
回以上を表します）と指定すると，<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥log（Windows の場合），または /opt/Cosminexus/manager/log ディレクト
リ（UNIX の場合）直下のファイルがすべて収集されます。なお，リストファイルの変
数の値には，ドル記号（$）を含めないでください。
（b） snapshot ログのファイル数の指定
adminagent.properties では，論理サーバごとの snapshot ログファイルの数を指定でき
ます。
● adminagent.snapshotlog.num_snapshots
一次送付資料として収集する，論理サーバごとの snapshot ログファイルの数を指定
します。
● adminagent.snapshotlog.listfile.2.num_snapshots
二次送付資料として収集する，論理サーバごとの snapshot ログファイルの数を指定
します。
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5.3 障害検知時コマンドによる資料取得の設定
障害検知時コマンドは，Management Server で管理している論理サーバにトラブルが発
生した場合に，システムによって実行されるコマンドです。この節では，トラブル
シューティングの資料を障害検知時コマンドで取得するための設定について説明します。
障害検知時コマンドを利用して，トラブル発生時のスレッドダンプやユーザダンプの取
得などの処理を実行することで，トラブル発生時のタイムリーな資料を取得できるよう
になります。また，障害検知時コマンドを利用している場合，次のどちらかのタイミン
グで snapshot ログを自動収集することもできます。
• 論理サーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，論理サー
バの停止前に snapshot ログが収集されます。
• J2EE サーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，J2EE
サーバの再起動前に snapshot ログが収集されます。
なお，障害検知時コマンドで取得した資料は snapshot ログとして収集できます。
障害検知時コマンドには，システムで提供しているコマンドとユーザが作成したコマン
ドの 2 種類があります。障害検知時コマンドの種類を次の表に示します。
表 5-4 障害検知時コマンドの種類
コマンドの種類

コマンドの動作

コマンドを利用するための設定

システム提供の障害
検知時コマンド

論理サーバにトラブルが発生したときに，
トラブルが発生した論理サーバのスレッド
ダンプや性能解析トレースなどを取得でき
ます。
ただし，J2EE サーバまたは SFO サーバの
プロセスが存在しない場合は，スレッドダ
ンプを取得できません。また，パフォーマ
ンストレーサのプロセスが存在しない場合
は，性能解析トレースを取得できません。

• Management Server での環境
設定（(1) 参照）
• 運用管理エージェントでの環
境設定（(2) 参照）

ユーザ作成の障害検
知時コマンド

論理サーバにトラブルが発生したときに，
任意の処理を記述したコマンドファイルを
実行できます。
例えば，コマンドファイルに drwtsn32 コ
マンドまたは kill コマンドの実行を記述し
ておくことで，J2EE サーバにトラブルが
発生したときに，ユーザダンプまたは core
ダンプを取得できます。

• Management Server での環境
設定（(1) 参照）
• 運用管理エージェントでの環
境設定（(2) 参照）
• ユーザ作成の障害検知時コマ
ンドのコマンドファイル作成
（(3) 参照）

デフォルトの設定では，論理サーバにトラブルが発生した場合にシステム提供の障害検
知時コマンドが実行されて，スレッドダンプや性能解析トレースなどが取得されます。
また，トラブルが発生した論理サーバの停止前に snapshot ログが収集されます。
システム提供の障害検知時コマンドで取得できる情報について，次の表に示します。
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表 5-5 システム提供の障害検知時コマンドで取得できる情報
論理サーバ

OS

取得できる情報
プロセスダウンを検出した場合

ハングアップを検出した場合

論理パフォーマン
ストレーサ

Windows
UNIX

• バッファの内容を出力した PRF
トレースファイル

−

論理 J2EE サーバ

Windows

• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

UNIX

• JavaVM のスタックトレース情
報
• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

Windows

• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

UNIX

• JavaVM のスタックトレース情
報
• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

論理 Web サーバ

Windows
UNIX

• 性能解析トレースファイル

• 内部トレース
• 性能解析トレースファイル

ほかの論理サーバ

Windows
UNIX

• 性能解析トレースファイル

• 性能解析トレースファイル

論理 SFO サーバ

システム提供の障害検知時コマンドの動作設定を変更する場合，またはユーザ作成の障
害検知時コマンドを利用する場合に必要な設定について，(1) 〜 (3) で説明します。

！

注意事項
ユーザ作成の障害検知時コマンドで取得した資料を snapshot ログとして収集するためには，
その資料の取得先を snapshot ログの収集先に追加する必要があります。snapshot ログの収
集先の追加については，「5.2(3)

snapshot ログの収集先のカスタマイズ」を参照してくだ

さい。

（1） Management Server での環境設定
mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）で，障害検知時コマンド
の動作を設定します。
次のキーで，障害検知時コマンドの動作を設定します。
キー

com.cosminexus.mngsvr.
sys_cmd.abnormal_end.e
nabled
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説明

システム提供の障害検知時コマンドを利用するかど
うかを指定します。デフォルトは，true（利用する）
です。

設定の要否
システ
ム

ユー
ザ

△

−
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キー

説明

設定の要否
システ
ム

ユー
ザ

com.cosminexus.mngsvr.
usr_cmd.abnormal_end.e
nabled

ユーザ作成の障害検知時コマンドを利用するかどう
かを指定します。デフォルトは，false（利用しない）
です。

−

○

com.cosminexus.mngsvr.
sys_cmd.abnormal_end.ti
meout

システム提供の障害検知時コマンドの終了を待つ時
間を指定します。指定時間を経過してもコマンドが
終了しない場合は，ユーザ回復処理を続行します。

△

−

com.cosminexus.mngsvr.
usr_cmd.abnormal_end.ti
meout

ユーザ作成の障害検知時コマンドの終了を待つ時間
を指定します。

−

△

com.cosminexus.mngsvr.
snapshot.auto_collect.en
abled

障害発生時，または一括再起動時に snapshot ログを
取得するかどうかを指定します。デフォルトは，
true（snapshot ログを取得する）です。

△

△

com.cosminexus.mngsvr.
snapshot.collect.point

snapshot ログの収集タイミングとして，次のどちら
かを指定します。
• 論理サーバの停止前
• J2EE サーバの再起動前

△

△

デフォルトは，論理サーバの停止前です。
（凡例）
システム：システム提供の障害検知時コマンドでの設定の要否を示す。
ユーザ：ユーザ作成の障害検知時コマンドでの設定の要否を示す。
○：設定は必要。
△：デフォルトの設定を変更する場合だけ必要。
−：設定は不要。

（2） 運用管理エージェントでの環境設定
adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）で，障害検知時コ
マンドで取得する資料を設定します。
adminagent.properties の次のキーで，障害検知時コマンドで取得する資料の数や取得の
有無，障害検知時コマンドのパスなどを設定します。なお，snapshot ログの収集先を定
義するためのリストファイルについては，
「5.2(3) snapshot ログの収集先のカスタマイ
ズ」を参照してください。
キー

説明

設定の要否
システ
ム

ユー
ザ

adminagent.snapshotlog.
num_snapshots

一次送付資料として収集する，論理サーバごとの
snapshot ログファイルの数を指定します。

△

△

adminagent.snapshotlog.
listfile.2.num_snapshots

二次送付資料として収集する，論理サーバごとの
snapshot ログファイルの数を指定します。

△

△
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キー

説明

設定の要否
システ
ム

ユー
ザ

adminagent.j2ee.sys_cm
d.abnormal_end.threadd
ump

システム提供の障害検知時コマンドで，スレッドダ
ンプを取得するかどうかを指定します。

△

−

adminagent.sys_cmd.abn
ormal_end.prftrace

システム提供の障害検知時コマンドで，性能解析ト
レースファイルを取得するかどうかを指定します。

△

−

adminagent.< 論理サーバ
の種類
>.usr_cmd.abnormal_end

論理サーバの種類ごとに，実行する障害検知時コマ
ンドのパスを指定します。

○

○

（凡例）
システム：システム提供の障害検知時コマンドでの設定の要否を示す。
ユーザ：ユーザ作成の障害検知時コマンドでの設定の要否を示す。
○：設定は必要。
△：デフォルトの設定を変更する場合だけ必要。
−：設定は不要。

（3） ユーザ作成の障害検知時コマンドのコマンドファイル作成
ユーザ作成の障害検知時コマンドは，コマンドファイル（バッチファイルまたはシェル
スクリプトファイル）に記述できます。このとき，次の表に示す環境変数をコマンド
ファイルに記述しておくことで，障害の発生した論理サーバの情報や障害に関する情報
を利用してコマンドを実行できます。
表 5-6 ユーザ作成の障害検知時コマンドのコマンドファイルに記述できる環境変数
環境変数

説明

COSMI_MNG_LSNAME

障害の発生した論理サーバの論理サーバ名。なお，論理 CTM
内のネーミングサービスで障害が発生した場合は，論理 CTM
の論理サーバ名が設定されます。

COSMI_MNG_RSNAME

障害の発生した論理サーバの実サーバ名。J2EE サーバまたは
SFO サーバ以外の論理サーバの場合，論理サーバ名が設定され
ます。

COSMI_MNG_LSPID

論理サーバのプロセス ID。

COSMI_MNG_LSARGS

論理サーバを起動したときのコマンドライン。

COSMI_MNG_TIME_SUSPENDED

ハングアップを検知した時刻。万国標準時（UTC）の 1970 年
1 月 1 日午前 0 時からの経過時間（単位：ms）
。なお，無応答
を検知しない場合，値は設定されません。

COSMI_MNG_TIME_TERMINATE
D
COSMI_MNG_WEB_SYSTEM
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異常停止（プロセスダウン）を検知した時刻。万国標準時
（UTC）の 1970 年 1 月 1 日午前 0 時からの経過時間（単位：
ms）。なお，ハングアップの場合，値は設定されません。
障害が発生した論理サーバが所属する Web システム。Smart
Composer 機能を使用しない場合，値は設定不要です。
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環境変数

説明

COSMI_MNG_TIER

障害が発生した論理サーバが所属する物理ティア。Smart
Composer 機能を使用しない場合，値は設定不要です。

COSMI_MNG_UNIT

障害が発生した論理サーバが所属するサービスユニット。
Smart Composer 機能を使用しない場合，値は設定不要です。

COSMI_MNG_HWS

Hitachi Web Server のインストールディレクトリ。

なお，障害検知コマンドとして実行するコマンドから出力される標準出力，標準エラー
出力は，Management Server では取得しません。このため，コマンドの標準出力，標準
エラー出力を取得する場合は，コマンドの中でファイルに出力する必要があります。
（a） コマンドファイルの例
J2EE サーバの障害発生時に drwtsn32 コマンドまたは kill コマンドを実行してユーザダ
ンプまたは core ダンプを取得する場合の例を次に示します。
● ユーザダンプの取得の例（Windows の場合）
rem 障害がプロセスダウンかハングアップかを，プロセスダウンを検知した時刻から判断する。
if defined COSMI_MNG_TIME_TERMINATED goto END
rem 障害がハングアップであるため，ユーザダンプを取得する。
"C:¥WINDOWS¥system32¥drwtsn32.exe" -p %COSMI_MNG_LSPID%
:END

● core ダンプの取得の例（UNIX の場合）

#!/bin/sh
# 障害がプロセスダウンかハングアップかを，プロセスダウンを検知した時刻から判断する。
if [ "$COSMI_MNG_TIME_TERMINATED" = "" ] ; then
# 障害がハングアップであるため，coreダンプを取得する。
/bin/kill -6 $COSMI_MNG_LSPID
fi

（b） ユーザ作成の障害検知時コマンドの動作
論理 CTM では，グローバル CORBA ネーミングサービスと CTM デーモンの二つのプロ
セスが起動，停止，監視されます。そのため，論理 CTM 内のグローバル CORBA ネー
ミングサービスの障害を検知した場合と CTM デーモンの障害を検知した場合とでは，実
行するコマンドが異なります。
● グローバル CORBA ネーミングサービスの障害を検出した場合
adminagent.naming.usr_cmd.abnormal_end キーで指定したコマンドが実行されま
す。
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● CTM デーモンの障害を検出した場合
adminagent.ctm.usr_cmd.abnormal_end キーで指定したコマンドが実行されます。
また，論理 CTM 内の二つのプロセス（CTM デーモン，グローバル CORBA ネーミング
サービス）のどちらのプロセスで障害を検知しても，Management Server のログには，
論理サーバ（CTM）の障害検知時コマンドの開始を通知するログが出力されます。
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5.4 Management Server のログ取得の設定
この節では，Management Server が出力するログを取得するための設定について説明し
ます。
Management Server のログの出力先ディレクトリを次に示します。Management
Server の出力先は固定で，変更できません。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥log
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/log
Management Server のログの出力レベルや，ログファイルの面数などを変更する場合
は，mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）で，次のキーを指定
します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.level
Management Server のログの出力レベルを指定します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.rotate
Management Server のログのファイル面数を指定します。
• com.cosminexus.mngsvr.log.size
Management Server のログのファイルサイズを指定します。
mserver.properties および各キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus
レンス

リファ

定義編」を参照してください。
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5.5 性能解析トレースファイル収集の設定
Web クライアントまたは EJB クライアントからのリクエストを処理するときに
Cosminexus システムの各機能がバッファに出力するトレース情報は，一定量たまると
バイナリ形式の PRF トレースファイルに出力されます。Management Server では，
mngsvrutil コマンドを使用して，PRF トレースファイルやバッファにたまったトレース
情報から CSV 形式のテキストファイル（性能解析トレースファイル）を出力し，その
ファイルを ZIP 形式に圧縮して，Management Server が稼働するホスト（運用管理サー
バ）に収集します。この節では，性能解析トレースファイルを収集するための設定につ
いて説明します。性能解析トレースの概要については，マニュアル「Cosminexus 機能
解説」を参照してください。
● 性能解析トレースファイルの設定
Management Server が収集する性能解析トレースファイルのファイル面数を変更す
る場合は，mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）の
com.cosminexus.mngsvr.trace キーで設定します。
mserver.properties および各キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リ
ファレンス

定義編」を参照してください。

● PRF トレースの設定
Cosminexus システムの各機能（Web サーバ，J2EE サーバ，CTM などの機能レイ
ヤ）がバッファに出力する PRF トレースの取得レベルや，パフォーマンストレーサが
出力する PRF トレースファイルの面数などを簡易構築定義ファイルで設定します。
論理パフォーマンストレーサ（performance-tracer）の <configuration> タグ内に，
次のバラメタを指定します。
• PrfTraceLevel
パフォーマンストレーサのトレース取得レベルを指定します。
• PrfTraceCount
パフォーマンストレーサのファイル面数を指定します。
• PrfTraceFileSize
パフォーマンストレーサのファイルサイズを指定します。PrfTraceFileSize ≧
PrfTraceBufferSize の関係が成り立つ値を設定してください。
• PrfTraceBufferSize
パフォーマンストレーサのバッファサイズを指定します。PrfTraceFileSize ≧
PrfTraceBufferSize の関係が成り立つ値を設定してください。
簡易構築定義ファイルおよび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。
なお，性能解析トレースファイルの取得については，マニュアル「Cosminexus システ
ム運用ガイド」を参照してください。
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5.6 J2EE サーバのログ取得の設定
この節では，J2EE サーバのログ取得で設定できる項目について説明します。
J2EE サーバのログは，ログの出力先，ログサイズ，ログレベルを変更できます。変更で
きる項目と，項目に対応する簡易構築定義ファイルのパラメタを次の表に示します。
表 5-7 J2EE サーバのログ取得の設定項目
項目

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ

ログの出力先

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejb.server.log.directory

ログサイズ

ログファイル面数
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filenum
ログファイル 1 面当たりの最大サイズ
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filesize

ログレベル

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.enabled.*

なお，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.systemlog.enabled パラメタで true（デフォルト値）を指定した場合，
またはこのパラメタの指定を省略した場合は，J2EE サーバの起動，停止および異常終了
のメッセージがイベントログ（UNIX の場合は，syslog）に出力されます。
注意事項（UNIX の場合）
J2EE サーバの起動，停止および異常終了のメッセージを syslog に出力するために
は，syslog の設定で，facility「daemon」に対する priority を「info」または
「debug」に設定する必要があります。また，syslog のログ出力先およびログファイ
ル名は，syslog の設定に依存します。
syslog および syslog の設定に関する詳細については，OS 付属のマニュアルで，
syslogd または syslog.conf の説明を参照してください。
簡易構築定義ファイルおよび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。

（1） ログの出力先の変更
J2EE サーバのログの出力先を変更する場合は，簡易構築定義ファイルでログの出力先
ディレクトリを指定します。
ログの出力先の変更
デフォルトのログ出力先を次に示します。
• Windows の場合
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< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名 >¥logs
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名 >/logs
なお，作業ディレクトリのデフォルトは，<Cosminexus のインストールディレクト
リ >¥CC¥server¥public（Windows の場合）
，または /opt/Cosminexus/CC/server/
public（UNIX の場合）です。
作業ディレクトリおよび J2EE サーバのログの出力先は，簡易構築定義ファイルの
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを指
定すると変更できます。
• ejb.public.directory
J2EE サーバの作業ディレクトリのパスを指定します。
• ejb.server.log.directory
J2EE サーバのログの出力先ディレクトリを指定します。
設定例（物理ティアの定義の場合）
• Windows の場合
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejb.server.log.directory</param-name>
<param-value>C:¥CClogs¥server¥MyServer</param-value>
</param>
：
</configuration>

• UNIX の場合

<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejb.server.log.directory</param-name>
<param-value>/CClogs/server/MyServer</param-value>
</param>
：
</configuration>

カレントディレクトリ
ログ出力先を相対パスで指定する場合のカレントディレクトリを次に示します。
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >
注意事項
• ログの出力先を変更した場合は，J2EE サーバを起動する前に，変更後のログの出
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力先ディレクトリを作成しておいてください。
変更後のログの出力先ディレクトリがない場合は，J2EE サーバの起動時に
KDJE40024-E のメッセージが出力されて異常終了します。また，サーバ管理コ
マンドの実行時に KDJE37209-E，KDJE37210-E，KDJE37211-E のメッセージ
が出力されて異常終了します。
• 同一ホスト内で複数の J2EE サーバを起動させている場合は，ログ出力先が同じ
ディレクトリにならないように，ディレクトリにサーバ名称を含めるなど，サー
バごとにユニークなディレクトリ名になるようにしてください。なお，パラメタ
の値に同じディレクトリを指定した場合は，動作の保証はしません。
• ログの出力先を変更して作業ディレクトリ以外にログを出力する場合，ログファ
イルはサーバのアンセットアップ時に削除されません。ログファイルを削除した
い場合には，手動で削除してください。
• 簡易構築定義ファイルでログの出力先を設定していても，JavaVM 起動パラメタ
で JavaVM の保守情報およびガーベージコレクションのログ出力先が設定されて
いると，JavaVM 起動パラメタの設定が優先されますので，注意してください。
JavaVM 起動パラメタは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に定義します。JavaVM 起動パラメタの
指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
XX:HitachiJavaLog:<JavaVM の保守情報およびガーベージコレクションのロ
グ出力先 >
JavaVM 起動パラメタを指定している場合は，JavaVM の保守情報およびガーベー
ジコレクションのログ出力先に設定したディレクトリに，JavaVM の保守情報およ
びガーベージコレクションのログファイルが出力されます。
• ログ出力先には，UNC 名を含むパスは指定できません。

（2） ログサイズの変更
J2EE サーバのログサイズを変更する場合は，簡易構築定義ファイルで，ログファイルの
面数，およびログファイル 1 面当たりの最大サイズを設定します。
ログファイル面数の変更
J2EE サーバのログファイルの面数は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名
>.filenum パラメタで指定します。
設定例（物理ティアの定義の場合）
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
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<param-name>ejbserver.logger.channels.define.MessageLogFile
.filenum</param-name>
<param-value>3</param-value>
</param>
：
</configuration>
ログファイル 1 面当たりの最大サイズの変更
J2EE サーバのログファイル 1 面当たりの最大サイズ（単位：バイト）は，論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filesize パラメタで指定します。
設定例（物理ティアの定義の場合）
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.logger.channels.define.MessageLogFile
.filesize</param-name>
<param-value>2097152</param-value>
</param>
：
</configuration>

（3） ログレベルの変更
J2EE サーバのログレベルは，ログの重要度を表します。ログレベルには，
「Error」，
「Warning」
，「Information」，
「Debug」の四つがあります。ログレベルを設定すると，
設定したレベルのログが出力されます。デフォルトでは，Error レベルのログだけが取得
されます。通常はデフォルトのまま利用してください。
ログレベルは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバの <configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.enabled.* パラメタで設定します。ejbserver.logger.enabled.* の
<param-value> タグにはレベル名を，
「Error」，
「Warning」
，「Information」
，「Debug」
の文字列で一つ，または複数設定します。複数設定する場合には，レベル名の文字列の
間をコンマ（,）で区切ります。
設定例（物理ティアの定義の場合）
1.
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.logger.enabled.*</param-name>
<param-value>Error</param-value>
</param>
：
</configuration>
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2.
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.logger.enabled.*</param-name>
<param-value>Error,Warning</param-value>
</param>
：
</configuration>

3.
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.logger.enabled.*</param-name>
<param-value>Error,Warning,Information</param-value>
</param>
：
</configuration>

4.
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.logger.enabled.*</param-name>
<param-value>Error,Warning,Information,Debug</param-value>
</param>
：
</configuration>

注意事項
• 記述例の 1.，2.，3.，4. の順に，取得できるログの件数が増加していきます。複数
のログレベルを設定してログを取得すると，性能が劣化し，ログファイルの面の
切り替えが頻繁に起こるようになります。
• レベル名に「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」以外の文字列，ま
たは空の値を設定した場合は，KDJE90009-W のメッセージが出力されます。
Error レベルのログは取得されます。
ログレベルの推奨設定
ログレベルの推奨設定を次に示します。
• 通常運用時
レベル名に「Error」を指定します。
• 通常運用時（verbose）
通常運用時よりも詳細な情報を取得する場合には，レベル名に「Error,Warning」
を指定します。
• テスト時
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レベル名に「Error,Warning,Information」を指定します。
• 障害調査時
レベル名に「Error,Warning,Information,Debug」を指定します。
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5.7 SFO サーバのログ取得の設定
この節では，SFO サーバのログ取得で設定できる項目について説明します。
SFO サーバのログは，ログサイズ，ログレベルを変更できます。変更できる項目と，項
目に対応する簡易構築定義ファイルのパラメタを次の表に示します。
表 5-8 SFO サーバのログ取得の設定項目
項目

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ

ログサイズ

ログファイル面数
論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filenum
ログファイル 1 面当たりの最大サイズ
論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filesize

ログレベル

論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.enabled.*

なお，論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.systemlog.enabled パラメタで true（デフォルト値）を指定した場合，
またはこのパラメタの指定を省略した場合は，SFO サーバの起動，停止および異常終了
のメッセージがイベントログ（UNIX の場合は，syslog）に出力されます。
注意事項（UNIX の場合）
SFO サーバの起動，停止および異常終了のメッセージを syslog に出力するために
は，syslog の設定で，facility「daemon」に対する priority を「info」または
「debug」に設定する必要があります。また，syslog のログ出力先およびログファイ
ル名は，syslog の設定に依存します。
syslog および syslog の設定に関する詳細については，OS 付属のマニュアルで，
syslogd または syslog.conf の説明を参照してください。
簡易構築定義ファイルおよび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。

（1） ログサイズの変更
SFO サーバのログサイズを変更する場合は，簡易構築定義ファイルで，ログファイルの
面数，およびログファイル 1 面当たりの最大サイズを設定します。設定方法は，J2EE
サーバのログ取得の設定と同じです。詳細については，
「5.6 J2EE サーバのログ取得の
設定」を参照してください。

（2） ログレベルの変更
SFO サーバのログレベルは，ログの重要度を表します。ログレベルには，
「Error」
，
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「Warning」
，「Information」，
「Debug」の四つがあります。ログレベルを設定すると，
設定したレベルのログが出力されます。デフォルトでは，Error レベルのログだけが取得
されます。通常はデフォルトのまま利用してください。設定方法は，J2EE サーバのログ
取得の設定と同じです。詳細については，「5.6
してください。
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5.8 Web サーバのログ取得の設定
この節では，Web サーバのログ取得で設定できる項目について説明します。ログ取得の
設定対象となる Web サーバは，Hitachi Web Server です。
Web サーバが出力するログには，エラーログ，アクセスログ，リクエストログなどがあ
ります。出力するログの詳細については，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照し
てください。Web サーバの出力するログのうち，エラーログ，アクセスログおよびリク
エストログは，出力先やログの出力方式などを簡易構築定義ファイルで変更できます。
Web サーバのログ取得で変更できる設定項目と，項目に対応する簡易構築定義ファイル
のパラメタを次の表に示します。
表 5-9 Web サーバのログ取得の設定項目
ログ
エラーログ

アクセスログ

リクエストログ

項目

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ

出力するエラーログのレ
ベル

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の LogLevel

エラーログの出力方式

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdErrorMethod

エラーログの出力先ディ
レクトリ

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdErrorLogFileDir

アクセスログの出力方式

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdCustomMethod

アクセスログの出力先
ディレクトリ

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdCustomLogFileDir

アクセスログ出力時の
フォーマット

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdCustomlogFormat

トレースの採取有無

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HWSRequestLogLevel

リクエストログの出力方
式

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdRequestMethod

リクエストログの出力先
ディレクトリ

論理 Web サーバ（web-server）の <configuration>
タグ内の HttpsdRequestLogFileDir

また，エラーログ，アクセスログおよびリクエストログに出力する時刻ならびに時間の
単位を，論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内の
HWSLogTimeVerbose パラメタで指定できます。
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5.9 リダイレクタのログ取得の設定
この節では，リダイレクタのログ取得で設定できる項目について説明します。
リダイレクタの出力するログは，出力先やログ出力レベルなどを変更できます。リダイ
レクタが出力するログは，メッセージログと保守用トレースログの二つに分けて出力さ
れます。メッセージログには，障害発生時のログなどのメッセージが出力されます。保
守用トレースログには，HTTP リクエストを受信し，レスポンスを送信するまでのト
レース情報が出力されます。
保守用トレースログのログサイズは，見積もりの計算式に従い，障害発生時から障害を
検知しログを収集するまで保持されるサイズにカスタマイズすることをお勧めします。
注意事項
• ログファイル初期化処理の開始時および終了時には，メッセージログにそれぞれ
KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されます。Web サーバの起動
時には，ログファイル初期化処理が正常に終了したことを確認するため，メッ
セージログに KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されていること
を確認してください。
• UNIX の場合，簡易構築定義ファイルに設定されたファイルサイズ，およびファ
イル面数のログファイルは，Web サーバとの連携の設定後の初回起動時に作成さ
れます。ログファイルの作成は，ログファイルサイズおよびファイル面数に比例
した処理時間が必要となります。ログファイルサイズを大きく設定した場合，ま
たはファイル面数を増やした場合などは，ログファイルの作成処理に数分掛かる
場合があります。

（1） ログ取得の設定の変更
簡易構築定義ファイルおよび mod_jk.conf で，リダイレクタのログ取得の設定を変更で
きます。なお，UNIX の場合，設定を変更できるのは，root 権限（Component
Container 管理者を設定していない場合），または Component Container 管理者の権限
（Component Container 管理者を設定している場合）を持つユーザです。
（a） 変更した設定を有効にする方法
変更した設定を有効にする方法について，OS ごとに説明します。
Windows の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にするには，Hitachi Web Server を
再起動してください。
UNIX の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にする方法は，ファイルサイズまた
はファイル面数の変更の有無によって異なります。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合
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ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合に，変更したリダイレクタ
のログ取得の設定を有効にする方法を次に示します。
1. Hitachi Web Server を停止します。
2. ログファイルおよび管理ファイルを移動または削除します。
メッセージログファイルの場合：メッセージログファイルおよび HNTRLib
が使用する管理ファイル（<JkLogFilePrefix の設定値 >.mm）を移動，また
は削除します。
保守用トレースログファイルの場合：保守用トレースログファイルおよび
HNTRLib が使用する管理ファイル（<JkTrcaeLogFilePrefix の設定値
>.mm）を移動，または削除します。
3. Hitachi Web Server を再起動します。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合は，Hitachi Web Server
を再起動してください。
（b） 変更できる設定項目
変更できる設定項目と，項目に対応する各ファイルの設定内容を次の表に示します。
表 5-10

リダイレクタのログ取得の設定（簡易構築定義ファイル，mod_jk.conf）

項目

設定個所

設定内容

メッセージログ，保守用ト
レースログのログ出力レベル

簡易構築定義ファ
イル

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkLogLevel パラメ
タで，リダイレクタのログの出力レベルを指定し
ます。

メッセージログ出力先

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkLogFileDir パラメ
タで，リダイレクタのログ出力先ディレクトリを
指定します。

メッセージログファイルサイ
ズ

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkLogFileSize パラ
メタで，リダイレクタのログを出力するログファ
イルの 1 ファイル当たりのサイズを指定します。

メッセージログファイル面数

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkLogFileNum パラ
メタで，リダイレクタのログを出力するログファ
イルの面数を指定します。

メッセージログファイル名の
プリフィックス

mod_jk.conf

mod_jk.conf で，JkLogFilePrefix キーにリダイ
レクタのログを出力するログファイル名のプリ
フィックスを指定します。

保守用トレースログ出力の有
無

簡易構築定義ファ
イル

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkTraceLog パラメ
タで，リダイレクタの保守用トレースログを出力
するかどうかを指定します。
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項目

設定個所

設定内容
論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkTraceLogFileDir

保守用トレースログ出力先

※パラメタで，リダイレクタの保守用トレースロ

グの出力先ディレクトリを指定します。
保守用トレースログファイル
サイズ

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，JkTraceLogFileSize
パラメタで，リダイレクタの保守用トレースログ
を出力するログファイルの 1 ファイル当たりのサ
イズを指定します。

保守用トレースログファイル
面数

論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグ内に，
JkTraceLogFileNum パラメタで，リダイレクタ
の保守用トレースログを出力するログファイルの
面数を指定します。

保守用トレースログファイル
名のプリフィックス

注※

mod_jk.conf

mod_jk.conf で，JkTrcaeLogFilePrefix ※キーに
リダイレクタの保守用トレースログを出力するロ
グファイル名のプリフィックスを指定します。

保守用トレースログの出力先とプリフィックスには，同じ値を指定しないでください。同じ

値を指定した場合は，リダイレクタが動作しません。

メッセージログ，および保守用トレースログのデフォルトの出力先
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs ※
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/logs
注※

新規インストール時には，logs ディレクトリは存在しません。logs ディレク

トリは，Hitachi Web Server の起動時に生成されます。
ログレベルのレベル名
，「info」，
ログレベルのレベル名には，重要度の高い順に「emerg」※，「error」
「debug」のどれかを指定できます。
• emerg：通常運用時に指定します。常に出力する必要がある重要度の高いメッ
セージだけが出力されます。※
• error：通常運用時に指定します。
• info：テスト時に指定します。
• debug：障害調査時に指定します。
ログレベルは，単独で指定してください（コンマ区切りで複数のログレベルを指定
しないでください）
。あるログレベルを指定すると，指定されたログレベルおよびそ
れよりも重要度の高いログが出力されます。
注※ Windows の場合に指定できます。
ログサイズの見積もりの計算式
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GET リクエスト，POST リクエストの 1HTTP アクセス当たりのログサイズは，次
の計算式で見積もってください。
• GET による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 1.75 +（平均レスポンスボディサイズ / 16）* 0.25
• POST による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.00 +（平均 POST データサイズ / 16）* 0.5 +（平均レスポンスボディサイズ /
16）* 0.25
なお，単位はすべてキロバイト，除算結果の小数点以下の値はすべて切り捨てです。
また，計算式ではリクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズは，それぞれ 100
バイトとしています。リクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズが 100 バイ
トを超えた場合は，計算式の最初の値に，超える分のサイズを加えて計算してくだ
さい。
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5.10 インプロセス HTTP サーバのログ取得の
設定
この節では，インプロセス HTTP サーバのログ取得で設定できる項目について説明しま
す。
インプロセス HTTP サーバでは，アプリケーション開発のサポート，運用時の性能解析，
および障害発生時のトラブルシュートのために，アクセスログ，性能解析トレース，ス
レッドトレース，および通信トレースを出力します。これらのファイルでは，ファイル
面数やファイルサイズを簡易構築定義ファイルで変更できます。
インプロセス HTTP サーバのログ取得で変更できる設定項目と，項目に対応する簡易構
築定義ファイルのパラメタを次の表に示します。
表 5-11 インプロセス HTTP サーバのログ取得の設定項目
ログおよびトレース
アクセスログ

項目
アクセスログの出力の
有無

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.inprocess_http.enabled
※1

（デフォルトではアクセスログが出力されます）
アクセスログのファイ
ル名

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.inprocess_http.filenam
e※1

アクセスログのファイ
ルサイズ

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.inprocess_http.filesize
※1

アクセスログのファイ
ル面数

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.inprocess_http.filenum
※1

アクセスログのフォー
マット名

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.format_list ※ 1 ※ 2

アクセスログの出力形
式

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.< フォーマット名 > ※ 1
※2

アクセスログ出力時の
フォーマット

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.access_log.inprocess_http.usage_f
ormat ※ 1 ※ 2
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ログおよびトレース
性能解析トレース

スレッドトレース

項目
−

スレッドトレースの
ファイル面数

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ
ほかの性能解析トレースと同様に，日常的なシステ
ム運用の作業で，cprfed コマンドを実行するときに
取得条件などを指定します。性能解析トレースファ
イルの取得については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.thread_trace.inprocess_http.filen
um ※ 3

通信トレース

スレッドトレースの
ファイルサイズ

スレッドトレースのファイルサイズ＝（
（（A+B）×
32,786）＋ 32,914）バイト
A ＝論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.connector.inprocess_http.max_connectio
ns パラメタの値
B ＝論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.connector.inprocess_http.send_timeout
パラメタの値が 0 の場合 0，0 以外の場合 1

通信トレースのファイ
ル面数

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.logger.communication_trace.inprocess_h
ttp.filenum ※ 3

通信トレースのファイ
ルサイズ

通信トレースのファイルサイズ＝（
（
（A+B）×
172,050）＋ 128）バイト
A ＝論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.connector.inprocess_http.max_connectio
ns パラメタの値
B ＝論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の
webserver.connector.inprocess_http.send_timeout
パラメタの値が 0 の場合は 0，0 以外の場合は 1

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

アクセスログでは，これらのキーでフォーマットを定義することで，ログの出力形式をカス

タマイズできます。アクセスログのカスタマイズについては，
「8.9

インプロセス HTTP サーバの

アクセスログのカスタマイズ」を参照してください。
注※ 3

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
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5.11 Cosminexus Manager のログ取得の設定
運用管理エージェント，運用監視エージェント，および Management Server のログに
は，個別に取得する以外に，統合ログとしてまとめて取得できるものがあります。統合
ログとして取得できるのは，統合メッセージログファイル，統合トレースログファイル，
コマンド保守ログファイルです。なお，統合ログとして取得できるログの詳細について
は，マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」の Cosminexus のログの取得に関
する説明を参照してください。
この節では，統合ログの設定の変更について説明します。統合ログは，manager.cfg で
設定します。manager.cfg の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥manager.cfg
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/manager.cfg
統合ログの設定を変更する場合には，manager.cfg で次のキーを設定してください。
• com.cosminexus.manager.log.dir
統合ログの出力先を指定します。なお，デフォルトの設定では，次の場所に出力され
ます。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥log
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/log
• com.cosminexus.manager.messagelog.size
統合メッセージログファイルの 1 ファイル当たりの最大サイズを指定します。
• com.cosminexus.manager.messagelog.fnum
統合メッセージログファイルの面数を指定します。
• com.cosminexus.manager.tracelog.size
統合トレースログファイルの 1 ファイル当たりの最大サイズを指定します。
• com.cosminexus.manager.tracelog.fnum
統合トレースログファイルの面数を指定します。
• com.cosminexus.manager.cmdtracelog.size
コマンド保守ログファイルの 1 ファイル当たりの最大サイズを指定します。
• com.cosminexus.manager.cmdtracelog.fnum
コマンド保守ログファイルの面数を指定します。
• com.cosminexus.manager.log.compatible
運用管理エージェント，および Management Server のログを個別で出力するかどう
かを指定します。デフォルトの設定では，統合ログと同時に個別のログも出力されま
す。個別のログを出力しない場合には，false を指定してください。
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5.12 コンソールログの取得の設定
Management Server を利用している場合には，運用管理エージェントが起動したプロセ
スの標準出力や標準エラー出力などを，コンソール出力情報として取得できます。この
節では，コンソールログを取得するための設定の変更について説明します。コンソール
出力情報のログファイル（コンソールログ）への出力の設定を変更する場合は，
adminagent.properties で次のキーを設定してください。
• adminagent.process.consolelog.enabled
コンソール出力情報を出力するかどうかを指定します。デフォルトの設定では，true
が指定されていて，出力するようになっています。
• adminagent.j2ee.process.console_log.enabled
論理 J2EE サーバのコンソール出力情報をコンソールログに出力するかどうかを指定
します。デフォルトの設定では，false が指定されていて，出力されないようになって
います。
また，adminagent.j2ee.process.console_log.enabled キーに true を指定する場合，
adminagent.process.consolelog.enabled キーにも true を指定する必要があります。
• adminagent.userserver.process.console_log.enabled
論理ユーザサーバのコンソール出力情報をコンソールログに出力するかどうかを指定
します。デフォルトの設定では，false が指定されていて，出力されないようになって
います。
また，adminagent.userserver.process.console_log.enabled キーに true を指定する場
合，adminagent.process.consolelog.enabled キーにも true を指定する必要がありま
す。
• adminagent.j2ee.process.console_event.enabled
論理 J2EE サーバのコンソール出力情報を Server Plug-in または HCSC-Manager に
表示するかどうかを指定します。デフォルトの設定では，false が指定されていて，表
示されないようになっています。
また，adminagent.j2ee.process.console_event.enabled キーに true を指定する場合，
adminagent.process.consolelog.enabled キーにも true を指定する必要があります。
なお，HCSC-Manager については，マニュアル「Cosminexus サービスプラット
フォーム システム構築・運用ガイド」を参照してください。
• adminagent.userserver.process.console_event.enabled
論理ユーザサーバのコンソール出力情報を Server Plug-in または HCSC-Manager に
表示するかどうかを指定します。デフォルトの設定では，false が指定されていて，表
示されないようになっています。
また，adminagent.userserver.process.console_event.enabled キーに true を指定する
場合，adminagent.process.consolelog.enabled キーにも true を指定する必要があり
ます。なお，HCSC-Manager については，マニュアル「Cosminexus サービスプラッ
トフォーム

システム構築・運用ガイド」を参照してください。

• adminagent.process.consolelog.filenum
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コンソールログの面数を指定します。
• adminagent.process.consolelog.filesize
コンソールログの 1 面当たりの最大サイズを指定します。
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5.13 リソースアダプタのログ取得の設定
この節では，リソースアダプタログを取得するための設定について説明します。リソー
スアダプタのログを取得するために必要な設定は次の二つです。
● ログ出力の有無の設定
サーバ管理コマンドで，リソースアダプタ単位でのログ出力の有無を設定します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，<property> タグで
LogEnabled に true を指定します。ファイル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集
内容を反映させます。なお，リソースアダプタをデプロイする前にプロパティを定義
する場合は，cjgetresprop コマンドと cjsetresprop コマンドを使用してください。
Connector 属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。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。サーバ管理コマンドの操作については，

マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
● ログのサイズ，面数，ログレベルの設定
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタで，リソースアダプタのログのサイズ，面数を設定します。
• ejbserver.connector.logwriter.filesize
リソースアダプタのログファイル 1 面当たりの最大サイズ（単位：バイト）を指定
します。
• ejbserver.connector.logwriter.filenum
リソースアダプタのログファイルの面数を指定します。
また，J2EE サーバのログの出力レベル（ログレベル）がリソースアダプタのログレ
ベルになります。J2EE サーバのログレベルの設定については，「5.6(3)

ログレベル

の変更」を参照してください。
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5.14 Cosminexus TPBroker のログ取得の設定
この節では，Cosminexus TPBroker のトレースファイルの出力先，ファイル数，エント
リ数の変更について説明します。
Cosminexus TPBroker のトレースファイルのデフォルトの出力先は次のとおりです。
J2EE サーバのトレース情報の場合
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >¥logs¥TPB¥logj
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/logs/TPB/logj
サーバ管理コマンドのトレース情報の場合
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >CC¥admin¥logs¥TPB¥logj
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/logs/TPB/logj
変更できる項目と，項目に対応する簡易構築定義ファイルのパラメタまたはユーザ定義
ファイルとキーを次の表に示します。
表 5-12

Cosminexus TPBroker のログ取得の設定項目

項目

分類

トレースファイル
の出力先

J2EE サーバ

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタまたはユーザ定義
ファイルとキー
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejb.server.log.directory ※ 1
または
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
vbroker.orb.htc.tracePath ※ 2

サーバ管理コ
マンド

usrconf.bat（Windows の場合）
，または usrconf（UNIX の場
合）の USRCONF_JVM_ARGS キーの
-Dejbserver.log.directory オプション
または
サーバ管理コマンド用の usrconf.properties の
vbroker.orb.htc.tracePath キー※ 3

トレースファイル
の面数

J2EE サーバ

トレースファイル
のエントリ数

J2EE サーバ
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論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
vbroker.orb.htc.comt.fileCount ※ 2
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
vbroker.orb.htc.comt.entryCount ※ 2

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

注※ 3

サーバ管理コマンド用の usrconf.bat ファイル（Windows の場合）または usrconf ファイ
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ル（UNIX の場合）
，および usrconf.properties については，
「9.2.2

サーバ管理コマンドの動作設

定のカスタマイズ」を参照してください。サーバ管理コマンド用の各ファイルおよびキーの詳細に
ついては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

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。
注意事項
• トレースファイルの出力先を変更する場合は，変更後のトレースファイル出力先
ディレクトリのサブディレクトリとして comtrc と mdltrc をあらかじめ作成して
おく必要があります。出力先を変更すると，変更後のログ出力先ディレクトリ下
の comtrc と mdltrc にトレースファイルが出力されます。
• 簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タ
グ内で，<param-name> に ejb.server.log.directory と，
vbroker.orb.htc.tracePath の両方を設定した場合は，vbroker.orb.htc.tracePath
の設定が優先されます。
• usrconf.bat（Windows の場合），または usrconf（UNIX の場合）の
USRCONF_JVM_ARGS キーの -Dejbserver.log.directory オプションと，サーバ
管理コマンド用の usrconf.properties の vbroker.orb.htc.tracePath キーをどちら
も設定した場合は，サーバ管理コマンド用の usrconf.properties の
vbroker.orb.htc.tracePath キーの設定が優先されます。
• Management Server リモート管理機能から操作した場合，サーバ管理コマンドの
ログ出力先は変更できません。
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5.15 Cosminexus DABroker Library のログ取得
の設定
Cosminexus DABroker Library では，JDBC ドライバのトレース情報やスプール情報を
取得できます。この節では，これらの情報を取得するための設定について説明します。

（1） JDBC ドライバのトレース情報の取得
Cosminexus DABroker Library では，スプール情報のほかに次の JDBC ドライバのト
レースも取得できます。
• JDBC インタフェースメソッドトレース
• Cosminexus DABroker Library のイベントトレース
ただし，これらのトレースを取得するためには，アプリケーション開発時に JDBC ドラ
イバのトレース取得のための設定をしておく必要があります。設定方法については，マ
ニュアル「Cosminexus 機能解説」のデータベース接続の設定に関する説明を参照して
ください。

（2） スプール情報の取得
Cosminexus DABroker Library では，スプール情報として，メッセージログ，拡張デー
タベースアクセストレース，Exception トレースログなどを取得できます。環境設定ユ
ティリティ（Windows の場合）または Cosminexus DABroker Library 動作環境定義
ファイル（UNIX の場合）で，メッセージログ，拡張データベースアクセストレースの
ファイルサイズなどを設定してください。環境設定ユティリティまたは Cosminexus
DABroker Library 動作環境定義ファイルの設定については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
また，Exception トレースログを取得するためには，運用開始前に取得のための設定が必
要です。ここでは，Exception トレースログ取得の設定について説明します。
Exception トレースログ取得の設定では，次の内容を設定します。
• トレース取得レベル
• ファイル出力先
• ファイル出力情報量
• メモリ内取得情報量
それぞれの設定方法について説明します。
（a） トレース取得レベル
Exception トレースログは，メソッド実行時に，SQLException，
BatchUpdateException，または XAException が発生した場合に出力されます。
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Exception トレースログを出力するメソッドには，メソッドごとにトレース取得レベルが
定義されています。出力するトレース取得レベルを指定することで，目的に応じた内容
のトレースを出力できるようになります。
● 設定方法
トレース取得レベルは，次の環境変数で指定します。
環境変数名

説明

DAB_TRACELEVE
L

トレース取得レベルとして，1 〜 5 を指定します。ただし，トレース取得レベル
4 は現在未使用であり，4 が指定された場合は 3 と同じ動きとなります。
• ここでは，どのトレース取得レベルまでログを取得するかを指定します。例え
ば，トレース取得レベル 3 を指定した場合は，トレース取得レベル 1 および 2
の内容が取得できます。トレース取得レベル 5 が指定された場合は，内部呼び
出しを含め，ログ取得対象メソッドをすべて取得します。
• 指定を省略した場合，または不正な値を指定した場合は，トレース取得レベル
として，1 を仮定します。
• ログを取得するメソッドは，指定された値で取得されるメソッドすべてとなり
ます。
• 指定値の前後にスペースがあった場合は，スペースを削除した値を指定値とし
て扱います。

● トレース取得レベルと取得できるログの内容
Exception トレースログのトレース取得レベルと取得できるログの内容を次の表に示
します。
表 5-13
トレース
取得レベ
ル

Exception トレースログのトレース取得レベル
取得できるログの内容

説明

1

• データベースとの接続と切断
• ステートメントの作成とクローズ
• 静的 SQL の実行

標準のトレース取得レベルです。コネクショ
ンとステートメントの状態と実行順序を調査
したい場合に指定してください。

2

• トレース取得レベル 1 の内容
• トランザクションのコミット，および
ロールバック
• データベースへのアクセス要求
• ResultSet クラスの処理
• 各オブジェクトの処理

データベースのアクセス要求の状態と実行順
序を調査したい場合に指定してください。
ソースとログの比較が容易になります。

3

• トレース取得レベル 1 および 2 の内容
• XA 要求

XA 要求の状態と実行順序を調査したい場合
に指定してください。

5

• トレース取得レベル 1,2 および 3 の内
容
• JDBC ドライバの内部呼び出し

内部処理の状態と実行順序を調査したい場合
に指定してください。

● Exception トレースログを出力するメソッドのトレース取得レベル
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Exception トレースログを出力するメソッドのトレース取得レベルを次の表に示しま
す。
表 5-14

Exception トレースログを取得するメソッドのトレース取得レベル

クラス名
CallableState
ment

Connection

メソッド名

トレース取
得レベル

備考

boolean execute() ※ 1

2

ResultSet executeQuery() ※ 1

2

int executeUpdate() ※ 1

2

Statement クラス，
および
PreparedStatement
クラスのメソッドを
オーバーライドした
メソッド。

boolean execute(String sql) ※ 2

1

int[] executeBatch()

2

ResultSet executeQuery(String sql) ※ 2

1

int executeUpdate(String sql) ※ 2

1

void close()

1

−

void commit()

2

−

Statement createStatement() ※ 1

1

−

Statement createStatement(int

1

−

DatabaseMetaData getMetaData()

2

−

CallableStatement prepareCall(String sql)

1

−

1

−

1

−

1

−

void rollback()

2

−

void setAutoCommit(boolean autoCommit)

2

−

ResultSet getBestRowIdentifier(String
catalog, String schema, String table, int
scope, boolean nullable)

2

−

ResultSet getCatalogs()

2

−

resultSetType, int resultSetConcurrency) ※
2

※1

CallableStatement prepareCall(String sql,
int resultSetType, int
resultSetConcurrency) ※ 2
PreparedStatement
prepareStatement(String sql) ※ 1
PreparedStatement
prepareStatement(String sql, int
resultSetType, int resultSetConcurrency) ※
2

DatabaseMet
aData
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クラス名

Driver

メソッド名

トレース取
得レベル

備考

ResultSet getColumnPrivileges(String
catalog, String schema, String table, String
columnNamePattern)

2

−

ResultSet getColumns(String catalog,
String schemaPattern, String
tableNamePattern, String
columnNamePattern)

2

−

Connection getConnection()

2

−

ResultSet getCrossReference(String
primaryCatalog, String primarySchema,
String primaryTable, String foreignCatalog,
String foreignSchema, String foreignTable)

2

−

ResultSet getExportedKeys(String catalog,
String schema, String table)

2

−

ResultSet getImportedKeys(String catalog,
String schema, String table)

2

−

ResultSet getIndexInfo(String catalog,
String schema, String table, boolean unique,
boolean approximate)

2

−

ResultSet getPrimaryKeys(String catalog,
String schema, String table)

2

−

ResultSet getProcedureColumns(String
catalog, String schemaPattern, String
procedureNamePattern, String
columnNamePattern)

2

−

ResultSet getProcedures(String catalog,
String schemaPattern, String
procedureNamePattern)

2

−

ResultSet getSchemas()

2

−

ResultSet getTablePrivileges(String
catalog, String schemaPattern, String
tableNamePattern)

2

−

ResultSet getTables(String catalog, String
schemaPattern, String tableNamePattern,
String[] types)

2

−

ResultSet getTableTypes()

2

−

ResultSet getTypeInfo()

2

−

ResultSet getUDTs(String catalog, String
schemaPattern, String typeNamePattern,
int[] types)

2

−

ResultSet getVersionColumns(String
catalog, String schema, String table)

2

−

Connection connect(String url, Properties
info)

1

−
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クラス名
PreparedStat
ement

ResultSet

Statement

DataSource

メソッド名

トレース取
得レベル

備考

boolean execute() ※ 1

2

−

ResultSet executeQuery() ※ 1

2

−

int executeUpdate() ※ 1

2

−

ResultSetMetaData getMetaData()

2

−

boolean execute(String sql) ※ 2

1

int[] executeBatch()

2

ResultSet executeQuery(String sql) ※ 2

1

Statement クラスの
メソッドをオーバー
ライドしたメソッ
ド。

int executeUpdate(String sql) ※ 2

1

boolean absolute(int row)

2

void afterLast()

2

void beforeFirst()

2

void close()

2

−

boolean first()

2

データベースにアク
セスするときだけ取
得します。

ResultSetMetaData getMetaData()

2

−

Statement getStatement()

2

−

boolean last()

2

boolean next()

2

データベースにアク
セスするときだけ取
得します。

boolean relative(int rows)

2

void cancel()

2

−

void close()

1

−

boolean execute(String sql)

1

−

int[] executeBatch()

2

−

ResultSet executeQuery(String sql)

1

−

int executeUpdate(String sql)

1

−

ResultSet getResultSet()

2

−

1

−

1

−

void close()

1

−

Connection getConnection()

1

−

Connection getConnection()

※1

Connection getConnection(String

データベースにアク
セスするときだけ取
得します。

username, String password) ※ 2
PooledConnec
tion
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クラス名

メソッド名

トレース取
得レベル

備考

ConnectionPo
olDataSource

PooledConnection getPooledConnection() ※

1

−

1

−

1

PooledConnection
getPooledConnection(String username,
String password) ※ 2
XAConnection

XAResource getXAResource()

1

−

XADataSourc
e

XAConnection getXAConnection() ※ 1

1

−

XAConnection getXAConnection(String

1

−

void commit(Xid xid, boolean onePhase)

3

−

void end(Xid xid, int flags)

3

−

void forget(Xid xid)

3

−

boolean isSameRM(XAResource xares)

3

−

int prepare(Xid xid)

3

−

Xid[] recover(int flag)

3

−

void rollback(Xid xid)

3

−

void start(Xid xid, int flags)

3

−

user, String
XAResource

password) ※ 2

注※ 1

メソッド名は，「メソッド名 (1)」と出力されます。

注※ 2

メソッド名は，「メソッド名 (2)」と出力されます。

（b） ファイル出力先
Exception トレースログを出力するファイルの出力先を設定できます。
● 設定方法
ファイル出力先は，次の環境変数で指定します。
環境変数名
DAB_FILEDIR

説明
Exception トレースログの出力先のディレクトリを絶対パスで指定します。
• 指定を省略した場合は，次の場所に Exception トレースログが出力されます。
Windows の場合
<Cosminexus DABroker Library 運用ディレクトリ >¥spool
UNIX の場合
<Cosminexus DABroker Library 運用ディレクトリ >/spool
• ファイルの出力先として，< ファイルの出力先ディレクトリ >¥<J2EE サーバ
名称 +MTrc.log> のバイト数が 259 バイトを超える値は指定しないでくださ
い。環境変数の設定値のバイト数の上限は，1,024 バイトです。上限を超えた
場合は，先頭から 1,024 バイト分だけが有効になります。
• 指定値の前後にスペースがあった場合は，スペースを削除した値を指定値とし
て扱います。
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（c） ファイル出力情報量
Exception トレースログを出力するファイルの出力情報量を設定できます。
● 設定方法
ファイル出力情報量は，次の環境変数で指定します。
環境変数名

説明

DAB_FILEOUTNU
M

ファイル出力情報量として，メモリ内取得情報をファイルに出力する回数の上限
を指定します。指定できる範囲は，1 〜 50 です。
• 指定を省略した場合，または不正な値を指定した場合は，出力情報量として，
5 を仮定します。指定された値が 1 以下の場合は 1，50 以上の場合は 50 を出
力情報量として仮定します。
• 指定した上限を超えて出力しようとすると，カレントファイルは１世代前の
ファイルとなり，新しくカレントファイルが作成されて，情報が出力されま
す。
• 環境変数の設定値のバイト数の上限は，10 バイトです。上限を超えた場合に
は，先頭から 10 バイト分だけが有効になります。
• 指定値の前後にスペースがあった場合は，スペースを削除した値を指定値とし
て扱います。

● 情報量の上限
一つのファイルに出力する情報量の上限（単位：行）は，次の算出式で求められます。
情報量の上限＝（DAB_ONMEMNUMの指定値）×（DAB_FILEOUTNUMの指定値）
なお，Exception トレースログを出力するためのファイルサイズの概算（単位：キロ
バイト）は，次の算出式で求められます。
出力するファイルサイズ＝2×メモリ内取得情報量（DAB_ONMEMNUMの指定値）×
ファイル出力情報量（DAB_FILEOUTNUMの指定値）×2
（d） メモリ内取得情報量
Exception トレースログを出力するファイルのメモリ内取得情報量を設定できます。
● 設定方法
メモリ内取得情報量は，次の環境変数で指定します。
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環境変数名
DAB_ONMEMNU
M

注※

説明
メモリ内取得情報量として，メモリ内で保持する情報量の上限を指定します。指
定できる範囲は 500 〜 10,000（単位は，行※）です。
• 指定を省略した場合，または不正な値を指定した場合は，メモリ内取得情報量
として，1,000 を仮定します。指定された範囲が 500 以下の場合は 500，
10,000 以上の場合は 10,000 をメモリ内取得情報量として仮定します。
• 指定した上限を超えて保持しようとすると，ラップアラウンドします。
• 環境変数の設定値のバイト数の上限は，10 バイトです。上限を超えた場合に
は，先頭から 10 バイト分だけが有効になります。
• 指定値の前後にスペースがあった場合は，スペースを削除した値を指定値とし
て扱います。

1 行とは，メソッドの呼び出し情報，メソッドの戻り情報，および Exception 情報のそれぞ

れで一度に取得する情報のことです。

● メモリ所要量の算出式
Exception トレースログを出力するために必要となるメモリ所要量（単位：キロバイ
ト）は，次の算出式で求められます。
メモリ所要量＝2×メモリ内取得情報量（DAB_ONMEMNUMの指定値）
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5.16 OS の統計情報取得の設定
この節では，Windows の場合に，OS の統計情報を取得するための設定について説明し
ます。
Windows のシステムモニタを使用して，システムリソースのパフォーマンスデータを取
得できます。トラブル発生時またはトラブルの兆候が見られる場合には，Windows のシ
ステムモニタでパフォーマンスデータの取得を開始し，トラブル発生後にパフォーマン
スデータのログを保存します。システムモニタの操作の詳細については，OS 付属のマ
ニュアルなどを参照してください。
次の表に示すシステムモニタのログを 60 秒間隔で採取します。なお，具体的な設定方法
は，OS 付属のマニュアルなどを確認してください。
表 5-15
パフォーマンス
オブジェクト
processor

memory
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システムモニタの設定内容
インスタ
ンス
−

−

項目名

説明

%Processor Time

CPU 使用率 ( 非アイドル状態のスレッ
ドを除く合計値 )

%Privileged Time

CPU 使用率 ( カーネルモード分 )

%User Time

CPU 使用率 ( ユーザモード分 )

Cache Bytes

ファイルシステム キャッシュが現在使
用しているバイト数

Cache Faults/sec

1 秒間当たりのメモリの別の場所からの
取り出しか，ディスクから取り出しの回
数

Page Faults/sec

1 秒間当たりのページフォールトの数

Transition Faults/sec

1 秒間当たりのフォールトの数
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パフォーマンス
オブジェクト
process

インスタ
ンス
_Total

cjstartsv

項目名

説明

Handle Count

現在オープンしているハンドルの総数

Page Faults/sec

ページフォールトの発生率

Private Bytes

メモリ使用量 ( バイト )

Virtual Bytes

仮想メモリ使用量 ( バイト )

Working Set Bytes

実メモリ使用量 ( バイト )

%Processor Time

CPU 使用率 ( 非アイドル状態のスレッ
ドを除く合計値 )

%Privileged Time

CPU 使用率 ( カーネルモード分 )

%User Time

CPU 使用率 ( ユーザモード分 )

Page Faults/sec

ページフォールトの発生率

Thread Count

スレッド数

Private Bytes

メモリ使用量 ( バイト )

Virtual Bytes

仮想メモリ使用量 ( バイト )

Working Set Bytes

実メモリ使用量 ( バイト )

（凡例） −：該当しない。
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5.17 ユーザダンプ取得の設定
この節では，Windows の場合に，ユーザダンプを取得するための設定について説明しま
す。

（1） ワトソン博士を使用する場合
ワトソン博士を使用してユーザダンプを取得する場合は，ワトソン博士を使用できるよ
うに設定しておいてください。ワトソン博士のオプションとして「ダンプ シンボル テー
ブル」「すべてのスレッド コンテキストをダンプ」
「クラッシュ ダンプ ファイルの作成」
を設定します。ワトソン博士の使用方法については OS 付属のマニュアルなどを確認し
てください。
また，プロセスがハングアップした場合にユーザダンプを取得するために，Microsoft 社
が提供している userdump.exe を入手しておきます。詳細は Microsoft 社のホームページ
などを参照してください。

（2） mngsvrutil コマンドを使用する場合
mngsvrutil コマンドのサブコマンド dump を使用してユーザダンプを取得する場合は，
プロセスがハングアップしたときにユーザダンプを取得するために，Microsoft 社が提供
している userdump.exe を入手しておきます。詳細は Microsoft 社のホームページなどを
参照してください。
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5.18 core ダンプ取得の設定
この節では，UNIX の場合に，core ダンプを取得するための設定について説明します。

（1） core ファイルのサイズの上限値の設定
システムの動作環境によっては，core ファイルのサイズの上限値が 0 になっている場合
があります。この場合，サーバプロセスの異常終了時に core ダンプを取得できないた
め，あらかじめ core ファイルのサイズの上限値を無制限に設定しておく必要がありま
す。core ファイルのサイズの上限値を無制限にするためには，簡易構築定義ファイルで
JavaVM 起動パラメタにオプションを指定するか，またはシェルコマンドを実行します。
なお，簡易構築定義ファイルで JavaVM 起動パラメタに指定するメモリプールサイズが
大きいほど，core ファイルのサイズも大きくなるため，十分な空きディスク容量を確保
してください。
● 簡易構築定義ファイルで JavaVM 起動パラメタにオプションを指定する場合
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示
します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
-XX:+HitachiFullCore
指定例（物理ティアの定義の場合）
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>add.jvm.arg</param-name>
<param-value>-XX:+HitachiFullCore</param-value>
</param>
：
</configuration>

● シェルコマンドを実行する場合
シェルコマンドを実行して，core ファイルの上限値を無制限にしてください。
csh（C シェル）の場合の実行例
limit coredumpsize unlimit

sh（標準シェル）の場合の実行例
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ulimit -c unlimited

（2） core ファイルのファイル数の上限値の設定
core のファイル数の上限値は，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
の <configuration> タグ内に，ejb.server.corefilenum パラメタで定義できます。
ejb.server.corefilenum パラメタは，J2EE サーバの拡張パラメタで定義します。
cjstartsv プロセスの再起動時に「< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/」に出力され
る core ダンプファイルの合計が上限値を超えた場合，出力日時が古い順に削除されま
す。
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5.19 JavaVM の資料取得の設定
この節では，次に示す JavaVM の資料を取得するための設定について説明します。
• JavaVM のスレッドダンプ
• 日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）
JavaVM の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，JavaVM のスレッドダンプは，デフォルトでは次のディレクトリ下に出力されま
す。
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >
日立固有の JavaVM ログは，デフォルトでは次のディレクトリ下に出力されます。
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >¥logs
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/logs
出力先を変更したい場合は，JavaVM または J2EE サーバ起動前に，簡易構築定義ファ
イルで論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejb.server.log.directory パラメタで，ログ出力ディレクトリを変更しておく必要がありま
す。
次に，JavaVM のスレッドダンプ，日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファ
イル）それぞれの取得の設定について説明します。

（1） JavaVM のスレッドダンプ取得の設定
JavaVM のスレッドダンプを取得するための設定について説明します。
JavaVM のスレッドダンプに出力される内容は，簡易構築定義ファイルで JavaVM 起動
パラメタに指定している JavaVM の起動オプションによって異なります。JavaVM の起
動オプションは，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
JavaVM 起動パラメタで定義します。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
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JavaVM のスレッドダンプを取得するために指定するオプションについては，表
5-16 を参照してください。
JavaVM のスレッドダンプを出力する場合に指定するオプションを次の表に示します。
表 5-16

JavaVM のスレッドダンプを取得するために指定するオプション
オプション

説明

-XX:+HitachiThreadDump

拡張スレッドダンプを出力します。デフォルトの状態では，
出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpToStdout

拡張スレッドダンプを標準出力に出力します。デフォルト
の状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithHashCo
de

スレッド情報にスレッドのハッシュコードを出力します。
デフォルトの状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithCpuTim
e

スレッド情報にスレッドを開始してからのユーザ CPU 時
間，およびカーネル CPU 時間を出力します。デフォルトの
状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithBlockCo
unt

スレッド情報にスレッドが処理をブロックした回数，およ
び処理が待ち状態になった回数を出力します。デフォルト
の状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiOutOfMemoryAbort
-XX:+HitachiOutOfMemoryAbortThrea
dDump

どちらも設定されている場合は，OutOfMemoryError に
よって強制終了した時に，スレッドダンプを出力します。
ただし，J2SE クラスライブラリで C ヒープ不足が発生し
た場合，および JavaVM の処理中に C ヒープ不足が発生し
た場合は，スレッドダンプを出力しません。

（2） 日立固有の JavaVM ログ取得の設定
日立固有の JavaVM ログを取得するための設定について説明します。
日立固有の JavaVM ログとは，日立が標準の JavaVM に追加した拡張オプションを使用
して取得できるログです。標準の JavaVM よりも，多くのトラブルシュート情報が取得
できます。このログファイルを，日立 JavaVM ログファイルといいます。
日立 JavaVM ログファイルを取得するためには，簡易構築定義ファイルで JavaVM 起動
パラメタに JavaVM の起動オプションを指定します。JavaVM の起動オプションは，論
理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，JavaVM 起動パラメタで
定義します。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）を取得するために指定する
オプションについては，表 5-17 を参照してください。
日立 JavaVM ログファイルを取得するために指定するオプションを次の表に示します。

240

5. トラブルシューティングの資料取得の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

表 5-17

日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）を取得するために指定
するオプション
オプション

説明

-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace
-XX:+HitachiVerboseGC
-XX:+HitachiJavaClassLibTrace

次のオプションのうちどれかを指定している場合に，日立
JavaVM ログファイルを出力します。
• -XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace を指定している
場合は，例外情報とスタックトレースを日立 JavaVM ロ
グファイルに出力します。なお，このオプションを指定
すると，-XX:+HitachiOutOfMemorySize および
-XX:+HitachiOutOfMemoryCause も同時に指定されま
す。
• -XX:+HitachiVerboseGC を指定している場合は，ガー
ベージコレクションが発生したときに，拡張 verbosegc
情報を日立 JavaVM ログファイルに出力します。
• -XX:+HitachiJavaClassLibTrace を指定している場合は，
クラスライブラリのスタックトレースを日立 JavaVM ロ
グファイルに出力します。

必要に応じて，次の拡張オプションを指定して，日立 JavaVM ログファイルの出力方法
や出力内容を設定してください。
• 日立 JavaVM ログファイルのファイルサイズやファイル数
• 拡張 verbosegc 機能オプション
• OutOfMemoryError 発生時の拡張機能オプション
• クラスライブラリトレース機能オプション
• ローカル変数情報出力機能オプション
• スワップ領域の予約オプション

など

JavaVM の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。

（3） 拡張 verbosegc 機能オプションの設定
ここでは，JavaVM の保守情報（Java ヒープの情報）およびガーベージコレクションの
ログに拡張 verbosegc 情報を出力するための設定について説明します。次の表に示すオ
プションで，拡張 verbosegc 情報の出力を有効にして，拡張 verbosegc 情報の出力形式
を指定してください。
表 5-18

拡張 verbosegc 情報を出力するために指定するオプション
オプション

説明

-XX:+HitachiVerboseGC

拡張 verbosegc 情報を日立 JavaVM ログファイルに出力し
ます。

-XX:+HitachiVerboseGCPrintDate

拡張 verbosegc 情報の各行に日付を出力します。
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オプション

説明

-XX:+HitachiVerboseGCCpuTime ※

ガーベージコレクションの開始から終了までの間で，ガー
ベージコレクションを実行したスレッドの CPU 利用時間を
出力します。CPU 利用時間は，ユーザモードで費やした
CPU 時間とカーネルモードで費やした CPU 時間に分けて
出力されます。

-XX:HitachiVerboseGCIntervalTime=<
時間間隔 ( 秒 )>

拡張 verbosegc 情報の出力間隔を指定します。

-XX:+HitachiVerboseGCPrintCause

拡張 verbosegc 情報に，ガーベージコレクションが発生し
た要因を出力します。

-XX:+HitachiOutputMilliTime

拡張 verbosegc 情報の各行に日時（ミリ秒まで）を出力し
ます。

-XX:+HitachiCommaVerboseGC

拡張 verbosegc 情報を CSV 形式で出力します。

注※
HP-UX の場合，このオプションは使用できません。オプションを指定しても無視されます。

拡張 verbosegc 情報から，そのサーバで必要とする Java ヒープ領域サイズ，Perm 領域
サイズなどを見積もるための情報を取得できます。
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5.20 アプリケーションのユーザログ出力の設
定
Cosminexus では，日立トレース共通ライブラリを使用して，アプリケーションが出力
するログを Cosminexus の構成ソフトウェアが出力するログと同じ形式（日立トレース
共通ライブラリ形式）で出力できます。これによって，システムのログとアプリケー
ションのログを同じ形式で扱うことができるようになり，システム全体のログ運用の信
頼性とログ出力の性能を高められます。
この節では，J2EE アプリケーションが出力するログを，日立トレース共通ライブラリ形
式で出力するための設定方法について説明します。J2EE アプリケーションのログを出力
しない場合は，この設定は不要です。

5.20.1

アプリケーションのユーザログ出力の設定方法

日立トレース共通ライブラリ形式でログを出力するためには，次の設定が必要です。
• J2EE アプリケーションのログ出力処理
• 簡易構築定義ファイルでの設定
• セキュリティポリシーの設定

（1） J2EE アプリケーションのログ出力処理
J2EE アプリケーションを開発する際に，CJLogRecord クラスを使用して，次のような
ログ出力処理を設定してください。
• 例外の内容と対応したメッセージ ID を出力するための設定
• 出力した J2EE アプリケーションごとにアプリケーション名を出力するための設定
CJLogRecord クラスを使用したログ出力処理のコーディング方法および API 詳細につい
ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」を参照してください。

（2） 簡易構築定義ファイルでの設定
簡易構築定義ファイルを編集して，ハンドラからのログの出力先，ログレベル，ログ面
数，使用するフィルタ，フォーマッタなどを指定してください。
（a） 設定内容
簡易構築定義ファイルで論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.application から始まるパラメタで，J2EE アプリケーションのユーザログを出
力するための設定をします。ejbserver.application から始まるパラメタを次に示します。
なお，< ハンドラ名称 > には，キーの値を区別するためのハンドラ名称を指定してくだ
さい。また，< ロガー名称 > には，Logger のインスタンスを取得するときに指定するロ
ガー名称を指定してください。
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● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.appname
ハンドラごとに，ログファイルに出力するメッセージの J2EE アプリケーション名
（AppName フィールドの値）のデフォルト値を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.count
ハンドラごとに，ログファイルの面数を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.encoding
ハンドラごとに，ログファイルに出力する文字列のエンコーディングを指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.filter
ハンドラごとに，使用するフィルタ名を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.formatter
ハンドラごとに，使用するフォーマッタ名を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.level
ハンドラごとに，ログ取得レベルの上限を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.limit
ハンドラごとに，ログファイルのサイズを指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.msgid
ハンドラごとに，ログファイルに出力するメッセージのメッセージ ID（MsgID
フィールドの値）のデフォルト値を指定します。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.path
ハンドラごとに，ログファイルの出力先とプリフィックスを指定します。出力される
ログファイル名は，
「< プリフィックス ><1 〜 16 の番号 >.log」になります。この
キーは必ず指定してください。
● ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.separator
ハンドラごとに，ログファイルに出力するメッセージを 1 文で出力するための，要素
区切り文字のデフォルト値を指定します。
● ejbserver.application.userlog.loggers
使用するロガー名称を宣言します。このキーは必ず指定してください。
● ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.handlers
ロガーごとに，使用するハンドラ名称を指定します。このキーは必ず指定してくださ
い。
● ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.level
ロガーごとに，ロガーのログ取得レベルを指定します。
● ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.useParentHandlers
ロガーごとに，ロガーを通過するレベルのログレコードを，親のロガーが使用してい
るハンドラに伝播させるかどうかを指定します。
● ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.filter
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ロガーごとに，ロガーでメッセージの取捨選択に使用するフィルタを指定します。
J2EE アプリケーションのユーザログを出力するためには，少なくとも，次の三つのパラ
メタを指定する必要があります。
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.path
• ejbserver.application.userlog.loggers
• ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.handlers
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。
（b） 注意事項
• ロガーには複数のハンドラを接続できます。ただし，複数のロガーに同一の Path 設
定を持つファイルハンドラ（CJMessageFileHandler）は接続できません。ファイル
ハンドラはロガーへの接続の指定（ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名
称 >.handlers の値）を参照してインスタンス化します。この際，ログの出力先とプリ
フィックス（ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.path の
値）の同じハンドラがインスタンス化されている場合は，ログファイルのオープンに
失敗します。
• ハンドラやロガーの設定および構築については，簡易構築定義ファイルで指定できま
すが，ハンドラの作成やロガーの構成変更を J2EE アプリケーション内に直接実装す
る場合は，実行するアプリケーションに LoggingPermission("control") のセキュリ
ティ権限が必要になります。LoggingPermission("control") のセキュリティ権限の設
定方法については，
「(3)

セキュリティポリシーの設定」を参照してください。

（3） セキュリティポリシーの設定
アプリケーションのソースプログラム上で，J2SE1.4 仕様の Logger クラスの構成を変更
したり，FileHandler クラスを作成したりする場合，セキュリティポリシーを設定する
必要があります。セキュリティポリシーは，server.policy に設定します。
server.policy の設定内容を次に示します。
● Filter クラスや Formatter クラスなどをリフレクションで作成する場合は，次に示す
行を追加します。
permission java.lang.reflect.ReflectPermission
"suppressAccessChecks";
Handler クラスは，ログマネジャからプロパティ値を取得し，実行時にリフレクショ
ン機能を使用して Formatter クラスや Filter クラスを生成します。そのため，リフレ
クションに関する権限が必要となります。
● ログマネジャのプロパティを設定する場合は，次に示す行を追加します。
permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
ログマネジャがログ出力用のプロパティの値を読み込んだり，書き込んだりするため
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の権限が必要となります。
● File 出力を行うクラス（FileHandler，CJMessageFileHandler）を使用する場合は，
次に示す行を追加します。
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read, write";
ログをファイルへ出力するために読み込むための権限だけではなく，書き込み権限も
必要となります。
● J2SE1.4 仕様のロギング API を使用する場合は，次に示す行を追加します。
permission java.util.logging.LoggingPermission "control";
この値を指定しないと，ロギング API が使用できません。
J2EE アプリケーションでサーブレット上から J2SE1.4 仕様のロギング API を利用する
場合の設定例を示します。
//
// Grant permissions to JSP/Servlet
//
grant codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/${ejbserver.serverName}/-" {
permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
permission java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
permission java.net.SocketPermission "*", "connect";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read, write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read";
//For J2SE
permission
permission
permission

Logging Source
java.lang.reflect.ReflectPermission "suppressAccessChecks";
java.util.PropertyPermission "*", "read, write";
java.util.logging.LoggingPermission "control";

};

5.20.2

アプリケーションのユーザログ出力例

ここでは，具体的な例を示して，J2EE アプリケーションのユーザログを出力するための
設定について説明します。

（1） ユーザログ出力で使用する例
次に示す例を使用して，J2EE アプリケーションのユーザログ出力の設定について説明し
ます。使用する例の概要を次の図に示します。
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図 5-1 J2EE アプリケーションのユーザログ出力例

A 社では，ロガーの機能を使用して，業務履歴として J2EE アプリケーションの動作履
歴をログファイルに出力します。A 社の J2EE アプリケーションのうち，動作履歴を出
力したい J2EE アプリケーションは「Application1」と「Application2」の 2 種類です。
J2EE アプリケーションごとに，別々のファイルに異なるメッセージレベルのログを出力
します。また，J2EE アプリケーション名のディレクトリを作成して，それぞれのログ
ファイルを格納します。
（a）「Application1」の特徴
「Application1」のロガー名称は「com.example.userlogger1」とします。
「Application1」は，複雑で規模の大きい J2EE アプリケーションです。
「SEVERE」レ
ベルの重大なエラーが起こったときに，原因の切り分けを素早く行うために，Java の
Exception のトレース情報を含むメッセージを「logfileA」に残しておきます。また，動
作のトレースログとして「INFO」レベル以下のメッセージを「logfileB」に出力します。
「com.example.userlogger1」からは，ログの出力レベルおよび出力内容に応じて 2 種類
のログファイルを出力するために，
「conf1」と「conf2」という 2 種類の
CJMessageFileHandler ハンドラを作成しています。
「logfileA」の詳細
• トレース情報を取得するため，
「logfileA」への出力フォーマッタとして，
「CJSimpleFormatter」を使用します。
•「logfileA」は，「SEVERE」レベルのメッセージだけが出力されるため，それほど
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多くのファイル容量を必要としません。しかし，トレース情報を出力するので，1
メッセージ当たりのレコードは大きく（最大約 4,096 バイト）
，10,000 レコードを
蓄積できるようにするためには約 40 メガバイトの容量が必要となります。このた
め，サイズは 10 メガバイト，面数は 4 とします。
• 「Application1」が出力したメッセージであることを判別するために，J2EE アプ
リケーション名を「my_app1」とします。
「logfileB」の詳細
• 「logfileB」は，「INFO」レベル以下のすべてのメッセージが出力されるため，多
くのファイル容量を必要とします。1 日当たりのメッセージ量と保存期間から算出
したログディスク容量は約 256 メガバイトです。また，ファイルの最大面数は 16
であるため，サイズは 16 メガバイト，面数は 16 とします。
• 「Application1」が出力したメッセージであることを判別するために，J2EE アプ
リケーション名を「my_app1」とします。
（b）「Application2」の特徴
「Application2」のロガー名称は「com.example.userlogger2」とします。
「Application2」は，ログメッセージの作りこみ品質が高く，規模が小さい J2EE アプリ
ケーションです。必要最小限のメッセージだけをログに出力するため，「WARNING」レ
ベル以上のメッセージを「logfileC」に残します。「com.example.userlogger2」からは 1
種類のログファイルを出力するため，「conf3」という CJMessageFileHandler ハンドラ
を作成しています。
「logfileC」の詳細
• 「WARNING」レベルのメッセージだけが出力されます。また，1 メッセージ当た
りの最大長が約 200 バイトであるので，10,000 レコードを蓄積するためには約 2
メガバイトの容量が必要となります。このため，サイズは 1 メガバイト，面数は
2 とします。
• 「Application2」が出力したメッセージであることを判別するために，J2EE アプ
リケーション名を「my_app2」とします。
（c） デバッグ用の設定
開発中のデバッグ用の設定もしておきます。「com.example.userlogger1」と
「com.example.userlogger2」へ送信されてきたすべてのメッセージの内容を表示するた
めに，ロガー名称「com.example」のロガーへ，java.util.logging の「ConsoleHandler」
を接続しておきます。このロガーでは，子のロガーから伝播されるすべてのメッセージ
の内容を表示したいので，ロガーおよびハンドラのログ取得レベルは「ALL」とします。

（2） ユーザログ出力の設定例
「(1)

ユーザログ出力で使用する例」で示した例でユーザログを出力する場合の設定例を

次に示します。
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（a） 簡易構築定義ファイルの設定例
簡易構築定義ファイルの設定例（物理ティアの定義の場合）を次に示します。

<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<!-- ロガーに渡されたログレコードを，親ロガーが使用しているハンドラに -->
<!-- 伝播させないようにします（ルートロガーがデフォルトで存在するため）。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.useParentHandlers
</param-name>
<param-value>false</param-value>
</param>
<!-- 「logfileA」のJ2EEアプリケーション名，出力先，サイズ，面数，ログ取得レベル， -->
<!-- 使用するフォーマッタ名を指定します。 -->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.appname</
param-name>
<param-value>my_app1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.path</
param-name>
<param-value>application1/logfileA</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.limit</
param-name>
<param-value>10485760</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.count</
param-name>
<param-value>4</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.level</
param-name>
<param-value>SEVERE</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.formatter</
param-name>
<param-value>com.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJSimpleFormatter</
param-value>
</param>
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<!-- 「logfileB」のJ2EEアプリケーション名，出力先，サイズ，面数，ログ取得レベルを指定しま
す。 -->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.appname</
param-name>
<param-value>my_app1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.path</
param-name>
<param-value>application1/logfileB</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.limit</
param-name>
<param-value>16777216</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.count</
param-name>
<param-value>16</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.level</
param-name>
<param-value>INFO</param-value>
</param>
<!-- 「com.example.userlogger1」の使用するハンドラ名称「conf1」「conf2」の設定を使用し
て，-->
<!-- ファイルハンドラ（CJMessageFileHandler）を初期化して接続します。-->
<!-- ここで，ロガーとハンドラが作成されます。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.handl
ers</param-name>
<param-value>com.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler
;conf1,com.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler;conf2
</param-value>
</param>
<!-- 「com.example.userlogger1」のログ取得レベルを指定します。-->
<!-- 「conf1」「conf2」のレベルの高い方に合わせて，「INFO」とします。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.level
</param-name>
<param-value>INFO</param-value>
</param>
<!-- 「logfileC」の出力先，ログ取得レベルを指定します。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.appname</
param-name>
<param-value>my_app2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.path</
param-name>
<param-value>application2/logfileC</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.level</
param-name>
<param-value>WARNING</param-value>
</param>
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<!-- 「com.example.userlogger2」の使用するハンドラ名称「conf3」の設定を使用して，-->
<!-- ファイルハンドラ（CJMessageFileHandler）を初期化して接続します。-->
<!-- ここで，ロガーとハンドラが作成されます。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger2.handl
ers</param-name>
<param-value>com.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler
;conf3</param-value>
</param>
<!-- 「com.example.userlogger2」のログ取得レベルを指定します。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger2.level
</param-name>
<param-value>WARNING</param-value>
</param>
<!-- デバッグ用の設定をします************************************************-->
<!-- 「ConsoleHandler」のログ取得レベルを指定します。-->
<param>
<param-name>java.util.logging.ConsoleHandler.level</param-name>
<param-value>INFO</param-value>
</param>
<!-- 「com.example」のロガーで使用するハンドラ名称「ConsoleHandler」を指定して，-->
<!-- ハンドラに接続します。ここで，ロガーとハンドラが作成されます。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.handlers</
param-name>
<param-value>java.util.logging.ConsoleHandler</param-value>
</param>
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<!-- 「com.example」のロガーのログ取得レベルを指定します。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.level</
param-name>
<param-value>ALL</param-value>
</param>
<!-- デバッグが不要になった場合は，親のロガーへの伝播の設定を解除します。-->
<!-<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.usePa
rentHandlers</param-name>
<param-value>false</param-value>
</param>
-->
<!-<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger2.usePa
rentHandlers</param-name>
<param-value>false</param-value>
</param>
-->
<!-- デバッグが不要になった場合は，「com.example」の作成を解除します。-->
<!-<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.loggers</param-name>
<param-value>com.example.userlogger1, com.example.userlogger2</param-value>
</param>
-->
<!-*************************************************************************-->
<!-- ロガーの使用を宣言します。-->
<param>
<param-name>ejbserver.application.userlog.loggers</param-name>
<param-value>com.example,com.example.userlogger1,com.example.userlogger2</
param-value>
</param>
</configuration>

（b）「Application1」の設定例
「Application1」のソースコード例を次に示します。
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import java.util.logging.*;
import com.hitachi.software.ejb.application.userlog.*;
public class application1{
static Logger logger = Logger.getLogger("com.example.userlogger1");
public static void exec(){
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application1 start.","AP1_10000-I"));
try{
throw new Exception("Exception1!");
}
catch(Exception ex){
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.SEVERE,
"Catch an exception!", ex, "AP1_10100-E"));
}
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application1 end.","AP1_10001-I"));
}
}

application1/logfileA1.log の出力例を次に示します。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss
pid
tid
message-id message(LANG=ja)
0047 2003/12/06 19:51:32.265 my_app1 00EB7859 012A54F9 AP1_10100-E 2003/12/06
19:51:32|application1|exec|致命的|Catch an exception!|java.lang.Exception:
Exception1!|application1.exec(application1.java.18)|application1.main(applicat
ion1.java.64)

application1/logfileB1.log の出力例を次に示します。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss
0046 2003/12/06 19:51:32.250
application1 start.
0048 2003/12/06 19:51:32.265
exception!
0049 2003/12/06 19:51:32.265
application1 end.

pid
tid
message-id message(LANG=ja)
my_app1 00EB7859 012A54F9 AP1_10000-I
my_app1

00EB7859 012A54F9 AP1_10100-E

my_app1

00EB7859 012A54F9 AP1_10001-I

Catch an
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コンソール画面の出力例を次に示します。

情報: application1 start.
2003/12/06 19:51:32 application1 exec
致命的: Catch an exception!
java.lang.Exception: Exception1!
at application1.exec(application1.java:18)
at application1.main(application1.java:64)
2003/12/06 19:51:32 application1 exec
情報: application1 end.

（c）「Application2」の設定例
「Application2」のソースコード例を次に示します。

import java.util.logging.*;
import com.hitachi.software.ejb.application.userlog.*;
public class application2{
static Logger logger = Logger.getLogger("com.example.userlogger2");
public static void exec(){
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application2 start.","AP2_20000-I"));
try{
throw new Exception("Exception2!");
}
catch(Exception ex){
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.SEVERE,
"Catch an exception!", ex, "AP2_20100-E"));
}
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application2 end.","AP2_20001-I"));
}
}

application2/logfileC1.log の出力例を次に示します。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss
0048 2003/12/06 19:51:32.265
exception!
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message-id message(LANG=ja)
my_app2 00EB7859 012A54F9 AP2_20100-E Catch an

5. トラブルシューティングの資料取得の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

（d）「Application3」の設定例
さらに，「Application3」という J2EE アプリケーションのログを「Application1」と同
じログファイルに出力する場合の例を説明します。この場合，
「Application3」は
「Application1」と同じプロセス内（スレッドは異なっていてもよい）で同じロガー名称
を使用してロガーを取得する必要があります。
「Application3」のソースコード例を次に示します。

import java.util.logging.*;
import com.hitachi.software.ejb.application.userlog.*;
public class application1{
static Logger logger = Logger.getLogger("com.example.userlogger1");
public static void exec(){
logger.log(,
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application3 start.","my_app3","AP3_30000-I"));
try{
throw new Exception("Exception3!");
}
catch(Exception ex){
logger.log(,
CJLogRecord.create(Level.SEVERE,
"Catch an exception!", ex, "my_app3","AP3_30100-E"));
}
logger.log(
CJLogRecord.create(Level.INFO,
"application3 end.","my_app3","AP3_30001-I"));
}
}

application1/logfileB1.log の出力例を次に示します。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.sss
0046 2003/12/06 19:51:32.250
application1 start.
0093 2003/12/06 19:51:32.265
application3 start.
0095 2003/12/06 19:51:32.265
exception!

pid
tid
message-id message(LANG=ja)
my_app1 00EB7859 012A54F9 AP1_10000-I
my_app3

00EB7859 010CB027 AP3_30000-I

my_app1

00EB7859 012A54F9 AP1_10100-E

Catch an
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システムの可用性を高める
設定（J2EE アプリケーショ
ンを実行するシステム）
Cosminexus のシステムでは，システムの可用性を高めるため
に，障害によるシステムダウンを防止したり，障害発生時でも
業務の継続を可能にしたりする機能を提供しています。
この章では，障害発生時の J2EE サーバ間の HTTP セッショ
ンの引き継ぎの設定方法，および Management イベントによ
る処理の自動実行の設定方法について説明します。

6.1 システムの可用性を高める設定の概要
6.2 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎの設定
6.3 Management イベントによる処理の自動実行の設定
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6.1 システムの可用性を高める設定の概要
この節では，システムの可用性を高めるための設定の概要について説明します。
障害によるシステムダウンを防止したり，障害発生時でも業務の継続を可能にしたりす
るために，次の表に示すシステムの可用性を高めるための機能を使用します。
表 6-1 システムの可用性を高める機能の概要
機能

説明

参照先

J2EE サーバ間のセッション
情報の引き継ぎ

J2EE アプリケーションで実行中の HTTP セッション
の情報を管理し，J2EE サーバで障害が発生した場合に
管理しているセッション情報をほかの J2EE サーバに
引き継ぐことで，J2EE サーバで障害が発生しても障害
発生前の状態で業務を続行できるようになります。

6.2

Management イベントによる
処理の自動実行

サーバの障害やリソース枯渇などの事象をイベントと
して通知させて，発生したイベントに対応する動作を
定義しておくことで，障害を回避するための対処など，
発生した事象に対する処理を自動的に実行できるよう
になります。

6.3

以降の節では，上記の機能を使用するための設定方法について説明します。システムで
使用する機能に応じて適宜設定してください。
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6.2 J2EE サーバ間のセッション情報の引き継
ぎの設定
この節では，セッションフェイルオーバ機能を使用したシステムを構築する場合に必要
となる設定について説明します。
セッションフェイルオーバ機能は，J2EE サーバ間の HTTP セッションの情報を引き継
ぐための機能です。この機能を使用すると，J2EE アプリケーションで実行中のセッショ
ン情報が管理され，J2EE サーバで障害が発生したときにそのセッション情報をほかの
J2EE サーバに引き継ぐことができるようになります。これによって，J2EE サーバで障
害が発生しても，障害発生前の状態で業務を続行できるようになります。機能の詳細に
ついては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の J2EE サーバ間のセッション情報の
引き継ぎに関する説明を参照してください。

！

注意事項
J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎは負荷分散機の使用が前提となります。リダイ
レクタの負荷分散機能では，J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎはできません。
J2EE サーバ間のセッション情報を引き継ぐためには，このほかにも前提条件があります。
前提条件については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」の J2EE サーバ間のセッショ

ン情報の引き継ぎに関する説明を参照してください。

6.2.1

J2EE サーバ間のセッション情報の引き継ぎの設定の
概要

J2EE サーバ間で HTTP セッションの情報を引き継ぐためには，セッションフェイル
オーバ機能を使用する構成でシステムを構築する必要があります。
セッションフェイルオーバ機能を使用したシステムを構築する場合，SFO サーバ，およ
び J2EE サーバの設定が必要です。また，必要に応じて，アプリケーション開発時に設
定した Web アプリケーションのセッションフェイルオーバ機能の設定内容を変更しま
す。
ここでは，SFO サーバ，J2EE サーバ，および Web アプリケーションで設定する内容の
概要について説明します。なお，セッションフェイルオーバ機能を使用するシステムの
構成，および構築手順については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」
を参照してください。
● SFO サーバの設定
SFO サーバとして使用する J2EE サーバのセットアップが完了したあと，SFO サー
バでは，次の設定をします。SFO サーバ設定は必ず実施してください。
• SFO サーバの基本設定
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• SFO サーバの起動オプションの設定

！

注意事項
SFO サーバは既存の J2EE サーバを使用しないで，新規にセットアップしてください。
SFO サーバのセットアップ終了後，SFO サーバアプリケーションが自動的にインポートさ
れます。
また，Management Server 以外の機能（サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in）を使
用して，SFO サーバアプリケーションの起動，停止，削除などの操作をしないでください。
Management Server 以外の機能を使用して操作した場合の動作は保証されません。

● J2EE サーバの設定
セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバでは，次の設定をします。J2EE サー
バ設定は必ず実施してください。
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの設定
• SFO サーバとの通信タイムアウトの設定
また，URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合に，インプロセス
HTTP サーバを使用するときは，次の設定をしてください。
• リクエストラインの最大サイズの設定
● Web サーバの設定
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合に，Web サーバとの連
携機能を使用するときは，次の設定をしてください。
• リクエストラインの最大サイズの設定
● Web アプリケーションの設定
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーション※では，次の設定をします。
Web アプリケーションの設定は必要に応じて実施してください。
• HTTP セッション数の上限値の設定
• Web アプリケーションの設定変更
ここでは，J2EE アプリケーションに含まれる Web アプリケーションを意味し

注※
ます。

SFO サーバに登録した Web アプリケーションの設定情報を削除する方法については，
「6.2.7

6.2.2

Web アプリケーションの設定情報の削除」を参照してください。

SFO サーバの設定

テキストエディタなどを使用して，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルを編
集することで，SFO サーバとして使用する J2EE サーバの動作設定を変更できます。
SFO サーバが使用するネーミングサービス，PRF デーモン，ログ，セキュリティなどの
基本設定や，SFO サーバの JavaVM の起動オプションの設定を変更する場合に，必要に
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応じて実施してください。

！

注意事項
CTM を使用している場合，CTM を使用したリクエストのスケジューリングを無効にする必
要があります。論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.ctm.enabled で「true」が指定されている場合，
「false」に変更してください。

（1） SFO サーバの基本設定
SFO サーバの設定で編集できる簡易構築定義ファイルのパラメタを次の表に示します。
なお，ここで説明していないパラメタは編集しないでください。
表 6-2 SFO サーバの設定で編集できる簡易構築定義ファイルのパラメタ
分類

簡易構築定義ファイルのパラメタ

CORBA ネーミ

説明

ejbserver.naming.port

利用する CORBA ネーミングサービス
のポート番号を指定します。

ejbserver.container.remove.scan.interval

Stateful Session Bean のタイムアウト
やプールの状態を監視するスレッドの
起動間隔を指定します。

• ejbserver.http.port
• webserver.connector.http.permitted.hos
ts
• webserver.connector.http.bind_host

簡易 Web サーバのポート番号，簡易
Web サーバへのアクセスを許可するホ
ストや，簡易 Web サーバで使用するホ
ストを指定します。

• webserver.connector.ajp13.port
• webserver.connector.ajp13.bind_host
• webserver.connector.ajp13.max_threads

Web サーバとの通信ポート番号や，
Web サーバ連携で使用するホストを指
定します。

※

ングサービス
1

EJB コンテナ
※1

Web サーバ※ 1

※2

PRF デーモン

ejbserver.server.prf.PRFID

利用する PRF デーモンを指定します。

ejbserver.watch.enabled
ejbserver.watch.memory.enabled
ejbserver.watch.memory.interval
ejbserver.watch.memory.threshold
ejbserver.watch.memory.writefile.enabl
ed
• ejbserver.watch.fileDescriptor.enabled

リソース枯渇監視機能の使用の有無，
リソースの監視間隔やしきい値を指定
します。
リソース枯渇監視機能の設定について
は，
「4.12 リソース枯渇監視の設定」
を参照してください。

※1

リソース枯渇
監視※ 1

•
•
•
•
•

※3

• ejbserver.watch.fileDescriptor.interval
※3

• ejbserver.watch.fileDescriptor.threshold
※3

• ejbserver.watch.fileDescriptor.writefile.
enabled ※ 3
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分類

簡易構築定義ファイルのパラメタ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

説明

ejbserver.watch.thread.enabled
ejbserver.watch.thread.interval
ejbserver.watch.thread.threshold
ejbserver.watch.thread.writefile.enable
d
ejbserver.watch.threaddump.enabled
ejbserver.watch.threaddump.interval
ejbserver.watch.threaddump.threshold
ejbserver.watch.threaddump.writefile.e
nabled
ejbserver.watch.defaultRequestQueue.e

nabled ※ 4
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.i
nterval
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.t
hreshold
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.w
ritefile.enabled ※ 4
SFO サーバの
ログ※ 1

• ejbserver.logger.enabled.*
• ejbserver.logger.channels.define. ＜
チャネル名＞※ 5.filenum
• ejbserver.logger.channels.define. ＜
チャネル名＞※ 5.filesize
• ejbserver.logger.systemlog.enabled

SFO サーバのログのファイル面数，
ファイルサイズや，ログレベルを指定
します。また，SFO サーバのログのイ
ベントログ（UNIX の場合，syslog）へ
の出力の有無を指定します。

スレッドダン
プ出力※ 1

ejbserver.server.threaddump.filenum

J2EE サーバが障害を検知して自発的に
スレッドダンプを出力する場合の
スレッドダンプのファイル数の上限を
指定します。

Cosminexus
TPBroker のト
レース

• vbroker.orb.htc.comt.entryCount ※ 1

Cosminexus TPBroker のトレースファ
イルの出力先，ファイル数や，エント
リ数を指定します。

Cosminexus
TPBroker のオ

• vbroker.se.iiop_tp.host
• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.p
ort

プション※ 1

•

vbroker.orb.htc.comt.fileCount ※ 6

• vbroker.orb.htc.tracePath ※ 6

EJB コンテナの通信ポート，および IP
アドレスを固定する場合に，任意の値
を指定します。

注※ 1
簡易構築定義ファイルの，SFO サーバ用のユーザプロパティに設定します。
注※ 2
SFO サーバでは Web アプリケーションでリクエストを処理することがないため，このパラメ
タに指定する値を小さくすることで SFO サーバが作成するスレッド数を減らすことができま
す。値に最小値「1」を設定することをお勧めします。
注※ 3
UNIX の場合に指定できるパラメタです。
注※ 4
SFO サーバでは Web アプリケーションを実行しないため，HTTP リクエスト実行待ちキュー
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監視は不要です。値に「false」を設定して監視を無効にすることをお勧めします。
注※ 5
チャネル名には，種別ごとのチャネル名を指定します。
MessageLogFile，MaintenanceLogFile，ExceptionLogFile，ConsoleLogFile，
EJBContainerLogFile，MemoryWatchLogFile，FileDescriptorWatchLogFile，
ThreadWatchLogFile，RequestQueueWatchLogFile
注※ 6
簡易構築定義ファイルの，SFO サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

これらのパラメタは，簡易構築定義ファイルで，論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に定義します。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。

（2） SFO サーバの起動オプションの設定
SFO サーバでは，Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化を開始す
る前に，グローバルセッション情報を格納するために必要な領域を確保します。このと
き確保したメモリは，Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化が終
了するまで解放されないで，JavaVM の Tenured 領域に格納されます。
JavaVM では，Tenured 領域の使用状態や，New 領域の最大値に対する Tenured 領域の
空き容量などを基に，フルガーベージコレクションを発生させます。SFO サーバでは，
フルガーベージコレクションの発生を防ぐために，Web アプリケーションのグローバル
セッション情報の冗長化で使用する Tenured 領域メモリサイズや，SFO サーバが使用す
る Tenured 領域のメモリサイズなど，Tenured 領域に格納されるオブジェクトのメモリ
サイズを基に，JavaVM の Tenured 領域，New 領域のサイズをチューニングする必要が
あります。
JavaVM の Tenured 領域，New 領域のサイズは，簡易構築定義ファイルの論理 SFO
サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内に，JavaVM 起動パラメタで定義しま
す。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
• -Xmx（設定値）
• -XX:NewRatio=（設定値）

！

注意事項
JavaVM の領域をチューニングする場合は，JavaVM のガーベージコレクションログを確認
して，SFO サーバの運用でフルガーベージコレクションが発生しないことを確認してくだ
さい。
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Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化で使用する Tenured 領域の
メモリサイズ，および SFO サーバが使用する Tenured 領域のメモリサイズの見積もり
式を次に示します。
● Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化で使用する Tenured 領域
のメモリサイズの見積もり式
A＝{(B＋500)×C×1.2÷(1,024×1,024)}＋D×5

（凡例）
A：Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化で使用する Tenured 領域のメ
モリサイズ（単位：メガバイト）
B：グローバルセッション情報の最大サイズ（単位：バイト）※ 1
C：HTTP セッション数の上限値※ 2
D：接続する J2EE サーバの数
注※ 1
Web アプリケーションのフィルタ属性ファイルまたは DD（web.xml）の GSInfosLengthMax
パラメタに指定した値です。グローバルセッション情報の最大サイズの詳細については，
「9.7.2(3)

グローバルセッション情報の最大サイズ」を参照してください。

注※ 2
Web アプリケーションの WAR 属性ファイルの <http-session-max-number> タグに指定する値
です。HTTP セッション数の上限値の詳細については，
「6.2.5

HTTP セッション数の上限値

の設定」を参照してください。

● SFO サーバが使用する Tenured 領域のメモリサイズの見積もり式
SFOサーバが使用するTenured領域のメモリサイズ＝A＋50

（凡例）
A：各 Web アプリケーションのグローバルセッション情報の冗長化で使用する Tenured 領域の
メモリサイズの合計（単位：メガバイト）

6.2.3

セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定

セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定方法について説明します。
セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの設定では，簡易構築定義ファイルを編
集して次に示す設定をします。
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの設定
セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバのグローバルセッション情報を格納す
る SFO サーバの名称，および SFO サーバ用の CORBA ネーミングサービスの IP ア
ドレスを設定します。
• SFO サーバとの通信タイムアウトの設定
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J2EE サーバと SFO サーバとの通信タイムアウトを設定します。
J2EE サーバでは，SFO サーバの状態を監視するためのスレッド（SFO サーバ監視ス
レッド）を作成します。SFO サーバ監視スレッドは，SFO サーバアプリケーション
で用意している，コネクションの状態監視用のビジネスメソッドを呼び出して SFO
サーバのヘルスチェックを実施します。SFO サーバに障害が発生して停止した場合，
コネクションの状態監視用のビジネスメソッドの呼び出しができなくなります。SFO
サーバとの通信タイムアウトは，このような場合に，SFO サーバに障害が発生したと
判断するために使用される時間です。このタイムアウト時間を超えると，J2EE サー
バでは，SFO サーバは障害のため停止していると判断し，リトライを実行しません。
• HTTP セッションのセッション ID へのサーバ ID の付加
HTTP セッションのセッション ID にサーバ ID を付加する機能を有効にして，HTTP
セッションのセッション ID に付加するサーバ ID を設定します。
• グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能の設定
開発環境で，グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にして，Web
サーブレットログに出力されるメッセージから，グローバルセッション情報のサイズ
を見積もります。見積もった値は，必要に応じてグローバルセッション情報の最大サ
イズに設定します。グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能については，マ
ニュアル「Cosminexus 機能解説」のグローバルセッション情報のサイズの見積も
りに関する説明を参照してください。
• サーバ ID の Cookie の付加
HTTP Cookie によってグローバルセッションを制御する場合に，HTTP セッションを
生成したリクエストのレスポンスにサーバ ID の Cookie を付加する機能を有効にし
て，付加するサーバ ID の Cookie の名称を設定します。
• リクエストラインの最大サイズの設定
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合に，リクエストラインの
最大サイズを設定します。URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場
合，URL のパスパラメタには，HTTP セッションのセッション ID とグローバルセッ
ション ID が含まれます。HTTP リクエストのリクエストラインのサイズには，上限
があります。このため，あらかじめリクエストラインの最大サイズを算出して，それ
を基にリクエストラインの最大サイズを設定する必要があります。
なお，リクエストラインの最大サイズを J2EE サーバに設定するのは，インプロセス
HTTP サーバを使用している場合です。Hitachi Web Server または Microsoft IIS を
使用している場合は，それぞれの Web サーバに設定します。
設定値の考え方および各 Web サーバへの設定方法については，
「6.2.4

リクエストラ

インの最大サイズの設定」を参照してください。
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！

注意事項
J2EE サーバ間でのセッション情報の引き継ぎを行うために編集した，簡易構築定義ファイ
ルのパラメタに不正な値が指定されていたり，必要なパラメタの指定が不足していたりした
場合，J2EE サーバの起動時ではなく，セッション情報の引き継ぎ時にエラーが発生し，
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションを開始できません。

セッション情報の引き継ぎに関連する簡易構築定義ファイルのパラメタを次の表に示し
ます。
表 6-3 セッション情報の引き継ぎに関連する簡易構築定義ファイルのパラメタ
分類

グローバル
セッション
情報を格納
する SFO
サーバの設
定※ 1

SFO サーバ
との通信タ
イムアウト
の設定※ 1 ※

簡易構築定義ファイルの
パラメタ

指定内容

webserver.sfo.sfo_server

HTTP セッションの情報の引き継ぎを行う J2EE サーバの
グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称
（SFO フィルタのサーバ定義名）を指定します。
複数の SFO サーバにグローバルセッション情報を格納する
場合，すべての SFO サーバの名称（SFO フィルタのサー
バ定義名）を指定します。

s※2※3

webserver.sfo.sfo_server
s.<SFO フィルタのサー
バ定義名 >.naming

webserver.sfo.sfo_servers パラメタに指定した SFO サーバ
で起動する CORBA ネーミングサービスの IP アドレス
（またはホスト名）およびポート番号を指定します。
複数の SFO サーバにグローバルセッション情報を格納する
場合，それぞれの SFO サーバで起動する CORBA ネーミ
ングサービスの IP アドレス（またはホスト名）およびポー
ト番号を指定します。

webserver.sfo.sfo_server
s.<SFO フィルタのサー
バ定義名
>.connectionTimeout

J2EE サーバと SFO サーバとの通信タイムアウトを指定し
ます。
複数の SFO サーバにグローバルセッション情報を格納する
場合，それぞれの SFO サーバとの通信タイムアウトを指定
します。

webserver.sfo.check_siz
e.mode

グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効に
するかどうかを指定します。開発環境でグローバルセッ
ション情報のサイズ見積もり機能を使用する場合，
「on」を
指定します。また，グローバルセッション情報のサイズ見
積もり機能を使用しない場合，省略または「off」を指定し
ます。

webserver.session.serve

HTTP セッションのセッション ID にサーバ ID を付加する
かどうかを指定します。J2EE サーバ間で HTTP セッショ
ンの情報の引き継ぎを行う場合，「true」を指定します。

4

グローバル
セッション
情報のサイ
ズ見積もり
機能の設定※
1

セッション
ID へのサー
バ ID の付加

r_id.enabled ※ 5
webserver.session.serve
r_id.value ※ 1 ※ 6 ※ 7
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分類

簡易構築定義ファイルの
パラメタ

指定内容

サーバ ID の
Cookie の付
加
（HTTP
Cookie を使
用する場合）

webserver.container.ser
ver_id.enabled

HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスに
サーバ ID の Cookie を付加するかどうかを指定します。同
一セッションのリクエストを，同一の Web コンテナに転送
する場合，
「true」を指定します。

webserver.container.ser

HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスに
サーバ ID の Cookie を付加する場合に，Cookie の名称を
指定します。

※1※8

ver_id.name ※ 9
webserver.container.ser

リクエスト
ラインの最
大サイズの
設定
（URL 書き
換えを使用
する場合）※

ver_id.value ※ 7

HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスに
サーバ ID の Cookie を付加する場合に，Cookie の値を指
定します。

webserver.connector.inp
rocess_http.limit.max_r

リクエストラインの最大サイズを設定します。

equest_line ※ 10

1

注※ 1
簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバ用のユーザプロパティに設定します。
注※ 2
webserver.sfo.sfo_servers に指定する SFO サーバ名（SFO フィルタのサーバ定義名）とは，
セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サーバと Web アプリケーション間での SFO サーバの
識別に使用する名称です。指定した SFO フィルタのサーバ定義名に SFO サーバ（論理サーバ）
を関連づけて利用します。ここで指定した SFO フィルタのサーバ定義名は，セッション情報の
引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定で使用します。セッション情報の引き継ぎを行う
Web アプリケーションの設定については，
「6.2.6

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプ

リケーションの設定変更」を参照してください。
なお，一つの SFO サーバに対して複数の SFO フィルタのサーバ定義名を指定できます。複数
の SFO サーバを指定する場合，それぞれの SFO サーバに異なる SFO フィルタのサーバ定義名
を指定してください。ただし，複数の SFO サーバに同一の SFO フィルタのサーバ定義名を指
定することはできません。
注※ 3
複数の SFO サーバを指定する場合，一つ目に指定された SFO サーバが，Web アプリケーショ
ンでの指定が省略された場合にデフォルトで使用する SFO サーバとなります。
注※ 4
J2EE サーバでは，SFO サーバの状態を監視するためのスレッド（SFO サーバ監視スレッド）
を作成します。SFO サーバ監視スレッドは，SFO サーバアプリケーションで用意している，コ
ネクションの状態監視用のビジネスメソッドを呼び出して SFO サーバのヘルスチェックを実施
します。SFO サーバに障害が発生して停止した場合，コネクションの状態監視用のビジネスメ
ソッドの呼び出しができなくなります。SFO サーバとの通信タイムアウトは，このような場合
に，SFO サーバに障害が発生したと判断するために使用される時間です。このタイムアウト時
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間を超えると，J2EE サーバでは，SFO サーバは障害のため停止していると判断し，リトライ
を実行しません。
注※ 5
簡易構築定義ファイルの，J2EE サーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
注※ 6
HTTP セッションのセッション ID に設定するサーバ ID は，各 J2EE サーバに対して一意な値
となるように設定してください。HTTP セッションのセッション ID に設定されるサーバ ID
が，ほかの J2EE サーバのサーバ ID と重複した場合，SFO サーバとのネゴシエーションに失
敗し，セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションは開始できません。
注※ 7
webserver.session.server_id.value および webserver.container.server_id.value のデフォルト
値には，サーバ環境の情報が含まれます。この値はクライアントに送信されるため，サーバ環
境の情報を含まない値を明示的に指定することをお勧めします。
注※ 8
新たに負荷分散機を導入して，Web コンテナの機能で Cookie によるリクエストの振り分けを
する場合，HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスにサーバ ID の Cookie を付加
する機能を有効にして，付加するサーバ ID の Cookie の名称および Cookie の値を設定します。
既存のアプリケーションで負荷分散機用に Cookie の情報を設定している場合などは設定不要で
す。
注※ 9
Cookie に設定するサーバ ID は，サーブレットや JSP で設定する Cookie の名称，および Web
コンテナが自動設定する Cookie の名称「JSESSIONID」と重複しないように注意してくださ
い。
注※ 10
インプロセス HTTP サーバを使用している場合のパラメタです。
設定値の算出方法と，Hitachi Web Server または Microsoft IIS を使用している場合の設定個所
については，「6.2.4

リクエストラインの最大サイズの設定」を参照してください。

これらのパラメタは，使用する機能によって設定するかどうかが異なります。使用する
機能ごとの簡易構築定義ファイルのパラメタの設定要否を次の表に示します。
表 6-4 使用する機能ごとの簡易構築定義ファイルのパラメタの設定要否
簡易構築定義ファイルのパラメタ

使用する機能
セッションフェ
イルオーバ機能
の設定要否

グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積
もり機能の設定要否

webserver.sfo.sfo_servers

必須

無効※

webserver.sfo.sfo_servers.<SFO フィルタのサーバ定義名
>.naming

必須

無効※

webserver.sfo.sfo_servers.<SFO フィルタのサーバ定義名
>.connectionTimeout

任意

無効※

webserver.sfo.check_size.mode

任意

必須
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簡易構築定義ファイルのパラメタ

使用する機能
セッションフェ
イルオーバ機能
の設定要否

グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積
もり機能の設定要否

webserver.session.server_id.enabled

任意

任意

webserver.session.server_id.value

任意

任意

webserver.container.server_id.enabled

任意

任意

webserver.container.server_id.name

任意

任意

webserver.container.server_id.value

任意

任意

webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_li
ne

任意

任意

（凡例）
必須：必ず指定することを示す。省略した場合はエラーとなり，SFO サーバ用アプリケーショ
ンを開始できない。
無効：指定しても無効になることを示す。設定した値は使用されない。
任意：省略できることを示す。省略した場合はデフォルトの値が設定される。
注※
パラメタに設定した値は読み込みまれません。このため，不正な値を設定した場合も検出され
ません。

これらのパラメタは，簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に定義します。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。
セッション情報の引き継ぎに関連する簡易構築定義ファイルの指定例を次に示します。
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:
<tier>
<tier-type>combined-tier</tier-type>
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>webserver.container.server_id.enabled</param-name>
<param-value>true</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.sfo.sfo_servers</param-name>
<param-value>sfo_server1,sfo_server2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.sfo.sfo_servers.sfo_server1.naming</param-name>
<param-value>host1:910</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.sfo.sfo_servers.sfo_server1.connectionTimeout</
param-name>
<param-value>5</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.sfo.sfo_servers.sfo_server2.naming</param-name>
<param-value>host2:911</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.sfo.sfo_servers.sfo_server2.connectionTimeout</
param-name>
<param-value>10</param-value>
</param>
:
</configuration>
:
</tier>
<tier>
<tier-type>sfo-tier</tier-type>
<configuration>
<logical-server-type>sfo-server</logical-server-type>
<param>
:
</configuration>
<configuration>
<logical-server-type>performance-tracer</logical-server-type>
<param>
:
</configuration>
</tier>
:

この記述例で設定される内容は，次のとおりです。
• SFO サーバとして，「sfo_server1」および「sfo_server2」の二つを使用します。
• Web アプリケーションにグローバルセッション情報を格納する SFO サーバを指定し
ていない場合，デフォルトで「sfo_server1」を使用します。
•「sfo_server1」の稼働ホストは「host1」であり，使用する CORBA ネーミングサービ
スのポート番号は「910」です。
•「sfo_server1」との通信タイムアウトを「5 秒」に設定し，通信時間が 5 秒を超えた
場合は「sfo_server1」で障害が発生したと判断します。
•「sfo_server2」の稼働ホストは「host2」であり，使用する CORBA ネーミングサービ
スのポート番号は「911」です。
•「sfo_server2」との通信タイムアウトを「10 秒」に設定し，通信時間が 10 秒を超え
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た場合は「sfo_server2」で障害が発生したと判断します。

6.2.4 リクエストラインの最大サイズの設定
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合の，リクエストラインの最
大サイズの設定について説明します。
URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合，URL のパスパラメタに
は，HTTP セッションのセッション ID とグローバルセッション ID が含まれます。
HTTP リクエストのリクエストラインのサイズは，サーバ側およびクライアント側でそ
れぞれ上限があります。このため，あらかじめリクエストラインの最大サイズを算出し
て，それを基に，必要に応じてリクエストラインの最大サイズを設定してください。
ここでは，URL 書き換えによってグローバルセッションを制御する場合のリクエストラ
インのサイズの算出方法と，リクエストラインのサイズの上限値を設定する方法につい
て説明します。

（1） URL 書き換え使用時のリクエストラインのサイズの算出
リクエストライン全体のサイズは，リクエストラインを構成する各項目のサイズを基に
算出してください。
URL 書き換えをする場合のリクエストラインの構成を次の図に示します。URL 書き換
えで使用するパスパラメタは，(d) と (e) に挿入されます。
図 6-1 URL 書き換えをする場合のリクエストラインの構成

リクエストラインを構成する各項目について説明します。(a) 〜 (h) は図中の文字と対応
しています。
表 6-5 URL 書き換えをする場合のリクエストラインを構成する項目
図中
の文
字

項目

説明

例

(a)

メソッド

リクエストのメソッドです。

GET
POST

(b)

スペース

区切りを示す空白文字です。
1 バイト固定です。

△

(c)

リクエストパス

宛先を示すパスです。

http://www.host1:1234/example/
test.jsp/example/test.jsp
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図中
の文
字

項目

説明

例

(d)

HTTP セッショ
ンのセッション
ID を示すパス
パラメタ

URL 書き換えによって URL に付加さ
れた，HTTP セッションのセッション
ID を示すパスパラメタです。

;jsessionid=01234567aaaabbbbc
cccddddeeeeffffserver1

(e)

グローバルセッ
ション ID を示
すパスパラメタ

URL 書き換えによって URL に付加さ
れた。グローバルセッション ID を示
すパスパラメタです。

;gsessionid=0123456789abcdef0
1234567aaaabbbbccccddddeeeef
fffserver1

(f)

クエリ

リクエストに付加されたクエリ文字列
です。

?a=b&x=y

(g)

スペース

区切りを示す空白文字です。
1 バイト固定です。

△

(h)

HTTP バージョ
ン

HTTP のバージョンを示す文字列で
す。

HTTP/1.1

（凡例）
△：空白文字

なお，リクエストラインおよび URL の構成についての詳細は，RFC 2616 および RFC
2396 のドキュメントを参照してください。
表 6-5 の内容のうち，URL 書き換えによって付加される (d) と (e) のパスパラメタのサイ
ズの算出方法について説明します。
(d) の HTTP セッションのセッション ID を示すパスパラメタのサイズの算出方法
HTTPセッションのセッションIDを示すパスパラメタのサイズ(バイト)
= ";jsessionid=" + <HTTPセッションのセッションID>
=12バイト ＋ <HTTPセッションのセッションIDのサイズ(バイト)>※

注※
HTTP セッションのセッション ID の文字列長については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のセッション管理に関する説明を参照してください。

(e) のグローバルセッション ID を示すパスパラメタのサイズの算出方法
グローバルセッションIDの送信に使用するパスパラメタの文字列長(バイト)
= ";" ＋ <グローバルセッションIDの送信に使用するパスパラメタ名のサイズ>
＋ "=" ＋ <グローバルセッションID>
= 1バイト ＋ <GIDURLParamNameパラメタに設定した文字列のサイズ(バイト)>
＋ 1バイト ＋ <グローバルセッションIDのサイズ(バイト)>※

注※
グローバルセッション ID のサイズ（バイト）は，次の式で算出してください。
グローバルセッションIDのサイズ(バイト)
= <HTTPセッションのセッションIDのサイズ(バイト)> ＋ 16バイト
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（2） リクエストラインの最大サイズの算出と設定
リクエストラインの最大サイズの設定方法について説明します。
「(1)URL 書き換え使用
時のリクエストラインのサイズの算出」で算出した値を基に，最大サイズを設定してく
ださい。
設定方法は，使用する Web サーバによって異なります。
● Web サーバ連携で Hitachi Web Server を使用する場合
Hitachi Web Server を使用する場合は，Hitachi Web Server の定義ファイル
（httpsd.conf）の LimitRequestLine ディレクティブで設定します。デフォルトの設定で
は，8,190 バイトです。
LimitRequestLine ディレクティブの設定方法の詳細については，マニュアル「Hitachi
Web Server」を参照してください。
● Web サーバ連携で Microsoft IIS を使用する場合
Microsoft IIS を使用する場合のリクエストラインの最大サイズの設定方法については，
Microsoft IIS のドキュメント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
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，リクエストラインの最大サイズは，簡易構
築定義ファイルで設定します。
パラメタ名は，webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_line です。
webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_line の値には，リクエストライ
ンの終端を示す改行文字である，(CR(0x0d)+LF(0x0A)) の 2 バイトを含めた値を指定し
てください。デフォルトの設定では，8,190 バイトです。
簡易構築定義ファイルの設定方法については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運
用ガイド」を参照してください。

6.2.5

HTTP セッション数の上限値の設定

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションに対する HTTP セッション数の
上限値の設定方法について説明します。
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションには，HTTP セッション数の上
限値に 1 以上の有効な値を設定する必要があります。
HTTP セッション数の上限値を設定するには，WAR 属性ファイルの
<http-session-max-number> タグを編集します。WAR 属性ファイルはサーバ管理コマ
ンドの cjgetappprop コマンドで取得します。また，WAR 属性ファイル編集後の内容は
cjsetappprop コマンドで反映させます。WAR 属性ファイルおよびサーバ管理コマンドに
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ついては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
「Cosminexus

リファレンス

定義編」
，またはマニュアル

コマンド編」を参照してください。

なお，HTTP セッション数の上限値を超えて HttpSession オブジェクトが生成されると
き，メッセージ（KDJE39225-E）がログに出力されます。KDJE39225-E は，HTTP
セッションを使用するリクエストが実行されるたびに出力されるため，同じメッセージ
でログが埋まってしまうおそれがあります。同じメッセージが繰り返し出力されるのを
抑止するために，KDJE39225-E のインターバル（出力間隔）を設定できます。必要に
応じて，インターバルを設定してください。このインターバルは Web アプリケーション
単位に適用されます。
KDJE39225-E のインターバルを設定する場合，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.session.max.log_interval パラメタを定義します。
webserver.session.max.log_interval パラメタは，簡易構築定義ファイルの，J2EE サー
バの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
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。

！

注意事項
Web アプリケーションにセッションフェイルオーバ機能を適用している場合，HTTP セッ
ション数の上限値の設定が必要です。HTTP セッション数の上限値を設定していない場合，
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの開始時にエラーとなり，Web ア
プリケーションを開始できません。
ただし，グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を有効にする場合，セッション
フェイルオーバ機能の前提条件である HttpSession オブジェクト数の上限値の指定は不要で
す。グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のグローバルセッション情報のサイズの見積もりに関する説明を

参照してください。

6.2.6

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケー
ションの設定変更

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定を変更する方法について
説明します。
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ポイント
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーションの
開始後に Web アプリケーションの設定を変更する場合，J2EE アプリケーションを再開始
する前に，SFO サーバに登録された Web アプリケーションの設定情報を削除する必要があ
ります。SFO サーバに登録された Web アプリケーションの設定情報の削除方法について
は，「6.2.7

Web アプリケーションの設定情報の削除」を参照してください。

参考
Web アプリケーションへのセッションフェイルオーバ機能の適用は，アプリケーション開発
時に実行します。設定方法については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のセッショ

ンフェイルオーバ機能を使用するアプリケーションの実装に関する説明を参照してくださ
い。

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定では，Web アプリケー
ションにセッションフェイルオーバ用フィルタを追加して，セッション情報の引き継ぎ
に関する項目やフィルタマッピングを定義します。
フィルタの設定の詳細については，
「9.7.1 サーブレットフィルタの組み込み」
，および
「9.7.2 セッションフェイルオーバ用フィルタの設定」を参照してください。

6.2.7

Web アプリケーションの設定情報の削除

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーション
の開始時に，SFO サーバに Web アプリケーションの設定情報が登録されます。このた
め，J2EE アプリケーションの開始後に Web アプリケーションの設定を変更する場合，
J2EE アプリケーションを再開始する前に，SFO サーバに登録された Web アプリケー
ションの設定情報を削除する必要があります。
ここでは，Web アプリケーションの設定情報を削除するときの手順について説明します。
Web アプリケーションの設定情報の削除手順を次の図に示します。
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図 6-2 Web アプリケーションの設定情報の削除手順

図中の 1. 〜 5. について説明します。
1. 設定を変更する Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーションをすべて停止
します。
J2EE アプリケーションの停止方法については，マニュアル「Cosminexus システ
ム運用ガイド」を参照してください。
2. SFO サーバが配置されているサービスユニットを停止します。
サービスユニット内の SFO サーバも停止されます。サービスユニットの停止には，
Smart Composer 機能のコマンドを使用します。サービスユニットの停止方法につい
ては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
3. 手順 2 で停止したサービスユニットを開始します。
サービスユニット内の SFO サーバも開始されます。SFO サーバの再開始によって，
SFO サーバに登録されている Web アプリケーションの設定情報は，すべて削除され
ます。サービスユニットの開始には，Smart Composer 機能のコマンドを使用しま
す。サービスユニットの開始方法については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・
運用ガイド」を参照してください。
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注意事項
SFO サーバを再開始すると，SFO サーバに冗長化されているグローバルセッション情報も
すべて削除されるため注意が必要です。また，SFO サーバで複数の Web アプリケーション
のグローバルセッション情報を冗長化している場合，すべての Web アプリケーションの設
定情報，およびグローバルセッション情報が削除されるため注意してください。

4. Web アプリケーションの設定を変更します。
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定の変更方法について
は，
「6.2.6 セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションの設定変更」を
参照してください。
5. Web アプリケーションの設定変更が完了したら，J2EE アプリケーションを再開始し
ます。
J2EE アプリケーションの開始方法については，マニュアル「Cosminexus

システ

ム運用ガイド」を参照してください。
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6.3 Management イベントによる処理の自動実
行の設定
この節では，Management イベントによる処理の自動実行を行うための設定方法につい
て説明します。
Management イベントは，運用管理ドメイン内の J2EE サーバ，または SFO サーバで発
生する障害やリソース枯渇などの事象を Management Server に通知するためのイベン
トです。J2EE サーバと SFO サーバが稼働中に出力するすべてのメッセージを契機にし
て Management イベントを発行できます。Management Server 側では，Management
イベントが通知されたときの動作を定義しておくことで，Management イベントが発生
すると自動的にアクションを実行できるようになります。このアクションを
Management アクションといいます。
例えば，リソース枯渇監視機能を使用してメモリの使用状態を監視している場合に，し
きい値を超えたらアラートを発生させてメッセージを出力し，フルガーベージコレク
ションが発生する前に，Management イベントを通知するようにします。また，J2EE
サーバでサービスを閉塞して再起動するという Management アクションを定義しておく
ことで，フルガーベージコレクションの予兆を検知し，自動的にアクションが実行され
て，リクエスト処理の停止を回避できるようになります。
Management イベントを使用して障害などの事象を検知し，Management イベントに対
応する動作を Management アクションとして定義しておくことで，障害を回避するため
の対処など，発生した事象に対する処理を自動的に実行できるようになります。

6.3.1

Management イベントによる処理の自動実行の設定手
順

Management イベントによる処理の自動実行の設定手順を次の図に示します。

278

6.

システムの可用性を高める設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

図 6-3 Management イベントによる処理の自動実行の設定手順

図中の 1. 〜 5. について説明します。
1. Management イベント発行の設定をします。
Management イベントの発行を有効にして，Management イベント発行時の動作を
設定します。
2. Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルを設定します。
リストファイルで，Management イベント発行対象となるメッセージを指定します。
3. Management イベント発行機能を利用する各機能の設定をします。
Management イベント発行機能を利用して，Management Server に Management
イベントを通知する機能の設定をします。
次に，設定した Management イベントに対応する Management アクションを実行す
るための設定をします。
4. Management アクション実行用プロパティファイルを設定します。
プロパティファイルで，Management アクションの定義，メッセージ ID と
Management アクションとのマッピングなどをします。
5. Management アクション実行コマンドの設定をします。
Management アクションとして実行するコマンドを記述するコマンドファイル（バッ
チファイルまたはシェルスクリプトファイル）を作成します。

6.3.2

Management イベント発行の設定

ここでは，Management イベントを発行するために必要な次の設定について説明します。
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• Management イベント発行の有効化
• Management イベント発行時の動作の設定

（1） Management イベント発行の有効化
Management イベントは J2EE サーバ，または SFO サーバから発行できます。簡易構
築定義ファイルで，Management イベントの発行を有効にする設定をします。
● J2EE サーバの場合
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.manager.agent.MEventAgent.enabled パラメタで「true」を指定し
て，Management イベントの発行を有効にします。
● SFO サーバの場合
簡易構築定義ファイルの論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.manager.agent.MEventAgent.enabled パラメタで「true」を指定して，
Management イベントの発行を有効にします。

（2） Management イベント発行時の動作の設定
簡易構築定義ファイルで，Management イベント発行時の動作を設定します。論理
J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タ
グ内に，次のパラメタを設定してください。
• manager.mevent.send.timeout
Management イベントの送信タイムアウトの時間（秒）を指定します。
• manager.mevent.retry.limit
Management イベントの再送期限を指定します。
• manager.mevent.retry.interval
Management イベントの再送間隔（秒）を指定します。
• manager.mevent.send.max
Management イベントの同時発行最大数を指定します。
• manager.mevent.message_id.list
メッセージ ID リストファイルのパスを指定します。
• manager.mevent.sender.bind.host
ローカルアドレスの固定の有無を指定します。

6.3.3

Management イベント発行用メッセージ ID リスト
ファイルの設定

Management イベントを発行したいメッセージのメッセージ ID は，Management イベ
ント発行用メッセージ ID リストファイルに記述します。Management イベント発行用
メッセージ ID リストファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレ
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定義編」を参照してください。

（1） ファイルの指定内容
Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルに，Management イベント
を発行したいメッセージのメッセージ ID を記述してください。
なお，Management イベントを発行できるのは，J2EE サーバと SFO サーバが稼働中に
出力するメッセージです。起動処理中，停止処理中のメッセージおよびユーザログは，
Management イベント発行の対象外です。
Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルの設定を省略すると，デ
フォルトのメッセージ ID で Management イベントを発行します。デフォルトの設定の
ままで利用する場合には，Management イベント発行用メッセージ ID リストファイル
は設定不要です。デフォルトのメッセージ ID については，Management イベント発行
用メッセージ ID リストファイルの説明を参照してください。Management イベント発
行用メッセージ ID リストファイルについては，マニュアル「Cosminexus
ス

リファレン

定義編」を参照してください。

（2） ファイルの格納場所
Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルのサンプルは，次の場所に
格納されています。サンプルのファイルをコピーして，リストファイルを作成してくだ
さい。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥templates¥mevent.midlist.conf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/mevent.midlist.conf
作成したリストファイルのパスは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
manager.mevent.message_id.list パラメタでリストファイルのパスを指定してください。

（3） ファイルの作成例
Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルの作成例を次に示します。
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# Monitoring of resources
# : Status of memory(Java Heap)
KDJE34500-W
# : Number of file descriptors
KDJE34520-W
# : Number of threads
KDJE34540-W
# : Number of thread dump files
-KDJE34580-W
KDJE34581-E
# : Number of HTTP requests in queue
-KDJE34621-W
# : Number of HTTP sessions
KDJE34640-W
# : Status of connection pool
-KDJE34660-W
KDJE34661-W
# Monitoring of execution time of user program
KDJE52702-W
KDJE52703-W
KDJE52705-W
KDJE52713-E

メッセージ ID の前に「+」を記述した場合，そのメッセージは Management イベント
を発行します。「-」を記述した場合，そのメッセージは Management イベントを発行し
ません。「+」または「-」を省略した場合，そのメッセージは Management イベントを
発行します。

6.3.4

Management イベント発行機能を利用する各機能の設
定

Management イベントを発行する機能の設定をしてください。
ここでは，例として，次の機能で Management イベントを発行させるために必要な設定
について説明します。
• リソース枯渇監視機能
• J2EE アプリケーション実行時間の監視機能

（1） リソース枯渇監視の設定
リソースの監視間隔やしきい値を指定してリソースを監視し，しきい値を超えた場合に
Management イベントが発行されるように設定します。
J2EE サーバの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファイルディスクリプタ，
スレッド数，スレッドダンプ，HTTP リクエスト実行待ちキュー，セッション数，コネ
クションプールです。SFO サーバの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファ
イルディスクリプタ，スレッド数，スレッドダンプです。なお，Windows，AIX では，
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ファイルディスクリプタは監視できません。また，Linux ではスレッド数を監視できま
せん。
リソース枯渇監視機能を使用するためには，次の二つの設定が必要です。
• リソース枯渇監視機能の有効化
• リソース種別ごとの Management イベント発行の設定
（a） リソース枯渇監視機能の有効化
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，ejbserver.watch.enabled パラメタでリソー
ス枯渇監視機能を使用するかどうかを指定します。デフォルトの設定では，リソース枯
渇監視機能の使用が有効になっていて，すべてのリソースが監視されるようになってい
ます。
（b） リソース種別ごとの Management イベント発行の設定
デフォルトの設定では，監視対象となるすべてのリソースにデフォルトのしきい値が設
定されていて，そのしきい値を超えた場合に Management イベントが発行されるように
なっています。Management イベント発行の設定を変更したい場合には，次の方法で設
定を変更してください。
● 次に示すリソースについては，簡易構築定義ファイルで，各リソースの監視の設定や
リソースの監視による Management イベント発行の有無などを指定します。
• メモリ
• ファイルディスクリプタ
• スレッド数
• スレッドダンプ
• HTTP リクエスト実行待ちキュー（デフォルトの実行待ちキューの場合）
● 次に示すリソースについては，サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケー
ション単位またはリソースアダプタ単位で，各リソースの監視の設定やリソースの監
視による Management イベント発行の有無などを指定します。
• HTTP リクエスト実行待ちキュー（Web アプリケーションごとの実行待ちキューの
場合）
• セッション数
• コネクションプール
ただし，リソース枯渇監視ログファイルの面数とサイズは，簡易構築定義ファイルで
指定します。
リソース種別ごとの Management イベント発行の設定を次の表に示します。
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表 6-6 リソース種別ごとの Management イベント発行の設定
リソース種別
メモリ

設定個所
簡易構築定
義ファイル

設定内容
J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，次のパラメタに，メモ
リ監視による Management イベント発行の有無，監視のしきい値，
監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。※ 1
• ejbserver.watch.memory.enabled
• ejbserver.watch.memory.threshold
• ejbserver.watch.memory.writefile.enabled
• ejbserver.watch.memory.interval

ファイルディス
クリプタ

J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，次のパラメタに，ファ
イルディスクリプタ監視による Management イベント発行の有無，
監視のしきい値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出
力の有無，ファイルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.watch.fileDescriptor.enabled
• ejbserver.watch.fileDescriptor.threshold
• ejbserver.watch.fileDescriptor.writefile.enabled
• ejbserver.watch.fileDescriptor.interval

スレッド数

J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，次のパラメタに，ス
レッド数監視による Management イベント発行の有無，監視のしき
い値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，
ファイルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.watch.thread.enabled
• ejbserver.watch.thread.threshold
• ejbserver.watch.thread.writefile.enabled
• ejbserver.watch.thread.interval

スレッドダンプ

J2EE サーバ単位または SFO サーバ単位で，次のパラメタに，ス
レッドダンプ監視による Management イベント発行の有無，監視の
しきい値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有
無，ファイルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.watch.threaddump.enabled
• ejbserver.server.threaddump.filenum
• ejbserver.watch.threaddump.threshold
• ejbserver.watch.threaddump.writefile.enabled
• ejbserver.watch.threaddump.interval

HTTP リクエス
ト実行待ち
キュー
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簡易構築定
義ファイル

J2EE サーバ単位で，次のパラメタに，デフォルトの実行待ちキュー
の場合の HTTP リクエスト実行待ちキュー監視による Management
イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソース枯渇
監視ログファイルの出力の有無，ファイルの面数，サイズを指定し
ます。
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.enabled
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.threshold
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.writefile.enabled
• ejbserver.watch.defaultRequestQueue.interval

6.

リソース種別

セッション数
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設定個所

設定内容

サーバ管理
コマンド

J2EE アプリケーション単位で，Web アプリケーションごとの実行
待ちキューの場合の HTTP リクエスト実行待ちキュー監視の設定を
します。
WAR 属性ファイルの <thread-control> タグの <resource-watcher>
タグ下にある <watcher-enabled>，<watcher-threshold>，
<watcher-interval>，<watcher-writefile-enabled> タグで，HTTP
リクエスト実行待ちキュー監視による Management イベント発行の
有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイ
ルの出力の有無を指定します。サーバ管理コマンドの cjgetappprop
コマンドで WAR 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させてください。

サーバ管理
コマンド

J2EE アプリケーション単位で，セッション数監視の設定をします。
WAR 属性ファイルの <http-session> タグの <resource-watcher> タ
グ下にある <watcher-enabled>，<watcher-threshold>，
<watcher-interval>，<watcher-writefile-enabled> タグで，セッ
ション数監視による Management イベント発行の有無，監視のしき
い値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を
指定します。サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで WAR
属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，cjsetappprop コマンド
で編集内容を反映させてください。

簡易構築定
義ファイル

J2EE サーバ単位で，次のパラメタに，リソース枯渇監視ログファイ
ルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 2.filenum
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 2.filesize

コネクション
プール

サーバ管理
コマンド

リソースアダプタ単位で，コネクションプール監視の設定をします。
Connector 属性ファイルの <property-name> タグとして指定する
<WatchEnabled>，<WatchThreshold>，<WatchInterval>，
<WatchWriteFileEnabled> タグで，コネクションプール監視による
Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，
リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。サーバ
管理コマンドの cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを
取得し，ファイル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反
映させてください。※ 3

簡易構築定
義ファイル

J2EE サーバ単位で，次のパラメタに，リソース枯渇監視ログファイ
ルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 2.filenum
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 2.filesize

注※ 1

メモリ監視をする場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ

（sfo-server）の <configuration> タグ内に，JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パ
ラメタには，-XX:PermSize と -XX:MaxPermSize を指定し，メモリサイズは同じにすることをお勧
めします。メモリサイズに異なる値を指定した場合，Permanent 領域の領域拡張でもアラートが出
力されることがあります。JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
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• -XX:PermSize=（設定値）
• -XX:MaxPermSize=（設定値）
また，フルガーベージコレクションの予兆検知をするためには，JavaVM の Tenured 領域，New 領
域のサイズをチューニングする必要があります。
注※ 2

リソース種別ごとのチャネル名を次に示します。

• メモリの場合：MemoryWatchLogFile
• ファイルディスクリプタの場合：FileDescriptorWatchLogFile
• スレッド数の場合：ThreadWatchLogFile
• スレッドダンプの場合：ThreaddumpWatchLogFile
• HTTP リクエスト実行待ちキューの場合：RequestQueueWatchLogFile
• セッション数の場合：HttpSessionWatchLogFile
• コネクションプールの場合：ConnectionPoolWatchLogFile
注※ 3

リソースアダプタをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンド

と cjsetresprop コマンドを使用してください。

（2） J2EE アプリケーション実行時間の監視の設定
J2EE アプリケーション実行時間の監視とは，EJB および Web アプリケーションのリク
エスト実行時間を監視する機能です。J2EE アプリケーション実行時間の監視機能によっ
て，J2EE アプリケーションで無限ループなどの障害発生を検知すると，一定時間内に終
了しなかったメソッド処理をタイムアウトしてユーザに通知し，さらにメソッドキャン
セル機能によって使用中のトランザクションの強制決着とメソッドのキャンセルを実施
できます。
リクエストの実行時間を監視して，無限ループなどの障害が発生した場合に
Management イベントが発行されるようにします。次に示す設定をしてください。
• J2EE サーバ単位での設定
• J2EE アプリケーション単位での設定
なお，メソッドタイムアウト機能の対象となる，Web アプリケーションのリクエスト処
理や EJB のメソッド呼び出し処理にもタイムアウトを設定します。設定方法について
は，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の J2EE アプリケーション実行時間の監視機
能の実装に関する説明を参照してください。
（a） J2EE サーバ単位での設定
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.ext.method_observation.interval パラメタで，J2EE アプリケーション実行時
間の監視機能を使用するかどうか，および動作中のリクエスト処理がタイムアウトして
いないか調査する時間間隔を指定します。
（b） J2EE アプリケーション単位での設定
J2EE アプリケーションの属性ファイルで，メソッドタイムアウトの時間と，メソッド
キャンセルのモードを設定します。サーバ管理コマンドの cjgetappprop コマンドで属性
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ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドで編集内容を反映さ
せます。
● メソッドタイムアウトの時間の設定
EJB 単位での設定
SessionBean 属性ファイル，EntityBean 属性ファイル，MessageDrivenBean 属
性ファイルの <ejb-method-observation-timeout> タグで，メソッドタイムアウト
の時間を指定します。
Web アプリケーション単位での設定
Servlet 属性ファイルの <method-observation-timeout> タグで，サーブレット内
のメソッド共通のメソッドタイムアウトの時間を指定します。
● メソッドキャンセルのモードの設定
アプリケーション属性ファイルの <method-observation-recovery-mode> タグで，メ
ソッドキャンセルのモードを指定します。

6.3.5

Management アクション実行用プロパティファイルの
設定

Management アクションの定義，メッセージ ID と Management アクションとのマッピ
ングなどは，Management アクション実行用プロパティファイル（maction.properties）
に定義します。maction.properties については，マニュアル「Cosminexus
ス

リファレン

定義編」を参照してください。

（1） ファイルの格納場所
maction.properties の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥maction.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/maction.properties

（2） ファイルの設定例
Windows の場合の Management アクション実行用プロパティファイルの設定例を次に
示します。

287

6. システムの可用性を高める設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

# Managementアクションの定義
maction.restart.command=c¥:¥¥tmp¥¥command1.bat
maction.restart.timeout=12
maction.restart.timeout.forced_stop=true
maction.restart.exclusive_time=60
maction.restart.max_executable_actions=1
# メッセージIDとManagementアクションのマッピング
maction.message.KDJE11111-E.mactions=restart
maction.message.KDJE22222-E.mactions=restart
# 論理サーバとManagementアクションのマッピング
maction.server.j2ee1.mactions=restart
maction.server.j2ee2.mactions=restart
maction.server.j2eeClstr1.mactions=restart

この設定例では，Management アクションを識別する ID（Management アクション
ID）として，「restart」を定義しています。「restart」の Management アクションの動
作および設定について説明します。
• Management アクション実行コマンドとして「command1.bat」というコマンドファ
イルを実行します。
• Management アクション実行コマンドのタイムアウトは，
「12」秒とします。
• Management アクション実行コマンドのタイムアウトが発生すると，コマンドを強制
終了します。
• Management アクションの抑止時間は「60」秒，Management アクションの同時実
行数は，
「1」とします。※
• J2EE サーバ「j2ee1」，
「j2ee2」および「j2eeClstr1」から，メッセージ
「KDJE11111-E」と「KDJE22222-E」が出力された場合に，この Management アク
ションを実行します。
注※
Management アクションは，Management アクション ID で区別され，複数のサー
バや異なるメッセージ ID に対して同一の Management アクションを実行できます。
抑止時間や同時実行数を設定して Management アクションの実行を制御すること
で，Management アクションの集約や重複実行の抑止ができます。実行制御につい
ては，マニュアル「Cosminexus

機能解説」の Management アクションの実行制

御を参照してください。

（3） 注意事項
Management アクション実行用プロパティファイルに関する注意事項を次に示します。
● プロパティの優先順位
次に示すキーで指定する論理サーバやクラスタには，
「J2EE サーバ ＜ J2EE サーバク
ラスタ ＜ サービスユニット ＜ 物理ティア」という包含関係があります。
• maction.server.< 論理サーバ名 >.mactions
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• maction.unit.<Web システム名 >.< サービスユニット名 >.mactions
• maction.tier.<Web システム名 >.< 物理ティア種別名 >.mactions
このため，J2EE サーバクラスタとその J2EE サーバクラスタの構成要素となる
J2EE サーバのように，包含関係を持つ論理サーバそれぞれに対して別々の
Management アクションを定義した場合，次に示す優先順位で，どれか一つの
Management アクションを実行します。
1. Management イベントを発行した J2EE サーバ
2. Management イベントを発行した J2EE サーバを含む J2EE サーバクラスタ
3. Management イベントを発行した J2EE サーバを含むサービスユニット
4. Management イベントを発行した J2EE サーバを含む物理ティア
なお，Web システム，サービスユニットや物理ティアは，Smart Composer 機能を使
用してシステムを構築する場合の概念です。Smart Composer 機能については，マ
ニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
● Management アクションの指定順序
次に示す二つのキーで Management アクションの指定順序が異なる場合は，
maction.message.< メッセージ ID>.mactions キーでの指定順序を優先します。
• maction.message.< メッセージ ID>.mactions
メッセージ ID と Management アクションとをマッピングするキーです。
• maction.server.< 論理サーバ名 >.mactions
論理サーバと Management アクションとをマッピングするキーです。
（例）
この例では，
「act1」が優先されます。
maction.message.KDJE99999-E.mactions=act1,act2
maction.server.J2EE01.mactions=act3,act2,act1

6.3.6

Management アクション実行コマンドの設定

Management アクションとして実行するコマンドは，コマンドファイル（バッチファイ
ルまたはシェルスクリプトファイル）に記述できます。必要に応じて，コマンドファイ
ルを作成してください。
ここでは，コマンドファイルで使用できる環境変数と，コマンドファイルのサンプルに
ついて説明します。

（1） コマンドファイルで使用できる環境変数
コマンドファイルでは，次の表に示す環境変数を使用できます。
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表 6-7 Management アクション実行コマンドのコマンドファイルで使用できる環境変数
環境変数

説明

COSMI_MNG_MACT_LSNAME

Management イベントを発行した論理サーバ名。

COSMI_MNG_MACT_HOST

Management イベントを発行した論理サーバのホスト名。

COSMI_MNG_MACT_MSG_ID

Management イベントで通知されたメッセージ ID。

COSMI_MNG_MACT_MSG_TEXT

Management イベントで通知されたメッセージテキスト。

COSMI_MNG_MACT_CTM

Management イベントを発行した論理サーバに設定された
論理 CTM 名。

COSMI_MNG_MACT_WEBSYSTEM

Management イベントを発行した論理サーバが所属する
Web システム名。

COSMI_MNG_MACT_UNIT

Management イベントを発行した論理サーバが所属する
サービスユニット名。

COSMI_MNG_MACT_TIER

Management イベントを発行した論理サーバが所属する物
理ティア種別。

COSMI_MNG_MACT_OPT<N>

Management イベントで通知されたオプション文字列。オ
プション文字列としてメッセージの埋め字が使用されます。
N は，0 以上の整数であり，オプション文字列の 1 番目を
表す環境変数は「COSMI_MNG_MACT_OPT0」となりま
す。
設定される文字列の詳細については，Management イベン
ト発行の対象となるメッセージのメッセージテキスト中の
可変値に表示される情報を参照してください。

COSMI_MNG_MACT_MNGSVR_PORT

Management Server の HTTP ポート番号。

COSMI_MNG_MACT_RNAME

Management イベントを発行した論理サーバの実サーバ
名。

COSMI_MNG_MACT_NS_HOSTPORT

Management イベントを発行した論理サーバが使用する
ネーミングサービスのホスト名とポート番号。例えば，ホ
スト名が「HostA」でポート番号が「900」の場合には，
「HostA:900」となります。

（2） コマンドファイルのサンプル
コマンドファイルのサンプルが提供されていますので，サンプルを参考にしてコマンド
ファイルを作成してください。サンプルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥examples¥maction
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/examples/maction
なお，サンプルを使用する場合は，mngsvrutil コマンドの引数（-m，-u，-p オプション
など）やログファイルの格納先を環境に合わせて適宜変更してください。
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（a） Management イベント発行サーバを再起動するサンプル
サンプルのファイル名
• Windows の場合：mActionSample_restartServer.bat
• UNIX の場合：mActionSample_restartServer.sh
サンプルの動作
Management イベントを発行した論理サーバを再起動します。
このサンプルは，リソース枯渇監視機能で Management イベントを発行する場合に
使用できます。
1. リソース枯渇監視機能では，JavaVM でのメモリの使用状況を監視し，設定され
ているしきい値を超えて，フルガーベージコレクションが発生しそうな場合に
メッセージを出力します。
2. Management イベント発行機能は，出力されたメッセージに対応した
Management イベントを発行したあと Management アクションを実行し，
Management イベントを発行した J2EE サーバを再起動します。
Management イベントを発行した J2EE サーバを停止することで，J2EE アプリ
ケーションを閉塞できます。また，J2EE サーバが CTM によってリクエストを負荷
分散させている場合は，J2EE サーバを停止することで，新規リクエストをほかの
J2EE サーバに分散できます。
Management イベント発行サーバを再起動するサンプルを次に示します。
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● Windows の場合

（省略）
：
rem Management action sample for restart server.
setlocal
set LSNAME=%COSMI_MNG_MACT_LSNAME%
set MSGID=%COSMI_MNG_MACT_MSG_ID%
set CJCLDELLOG=%COSMINEXUS_HOME%¥CC¥client¥bin¥cjcldellog.bat
set LOG_ROOT_DIR=%SystemDrive%¥<MyLogDir>
if not exist "%LOG_ROOT_DIR%" mkdir "%LOG_ROOT_DIR%"
call "%CJCLDELLOG%" -t 30d -f "%LOG_ROOT_DIR%"
set LOG_DIR=%LOG_ROOT_DIR%¥%date:/=%
if not exist "%LOG_DIR%" mkdir "%LOG_DIR%"
set LOG=%LOG_DIR%¥%time::=%_%LSNAME%_%MSGID%.txt
echo %0 > "%LOG%"
set MNGSVR=localhost:%COSMI_MNG_MACT_MNGSVR_PORT%
set UID=<User-id>
set PWD=<Password>
echo mngsvrutil.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -t %LSNAME% -s stop server >>
"%LOG%" 2>&1
mngsvrutil.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -t %LSNAME% -s stop server >>
"%LOG%" 2>&1
set RET=%ERRORLEVEL%
echo %RET% >> "%LOG%"
if not %RET% == 0 goto END
echo mngsvrutil.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -t %LSNAME% -s start server
>> "%LOG%" 2>&1
mngsvrutil.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -t %LSNAME% -s start server >>
"%LOG%" 2>&1
set RET=%ERRORLEVEL%
echo %RET% >> "%LOG%"
:END
exit %RET%
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● UNIX の場合

（省略）
：
# Management action sample for restart server.
LSNAME=${COSMI_MNG_MACT_LSNAME}
MSGID=${COSMI_MNG_MACT_MSG_ID}
LOG_ROOT_DIR=/tmp/<MyLogDir>
if [ ! -d ${LOG_ROOT_DIR} ]; then
/bin/mkdir ${LOG_ROOT_DIR}
fi
/usr/bin/find ${LOG_ROOT_DIR} -depth -mtime +30 -mindepth 1 -exec /bin/rm -fr
{} ¥;
LOG_DIR=${LOG_ROOT_DIR}/`/bin/date +%y%m%d`
if [ ! -d ${LOG_DIR} ]; then
/bin/mkdir ${LOG_DIR}
fi
LOG=${LOG_DIR}/`/bin/date +%H%M%S`_${LSNAME}_${MSGID}.txt
echo $0 > "${LOG}"
MNGSVR=localhost:${COSMI_MNG_MACT_MNGSVR_PORT}
USERID=<User-id>
PASSWD=<Password>
echo ./mngsvrutil -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -t ${LSNAME} -s stop
server >> "${LOG}" 2>&1
./mngsvrutil -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -t ${LSNAME} -s stop server
>> "${LOG}" 2>&1
RET=$?
echo ${RET} >> "${LOG}"
if [ $RET -eq 0 ]; then
echo ./mngsvrutil -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -t ${LSNAME} -s start
server >> "${LOG}" 2>&1
./mngsvrutil -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -t ${LSNAME} -s start
server >> "${LOG}" 2>&1
RET=$?
echo ${RET} >> "${LOG}"
fi
exit ${RET}

（b） Management イベント発行サーバの所属サービスユニットを閉塞するサンプル
Management イベント発行サーバの所属サービスユニットを閉塞するサンプルが提供さ
れていますので，サンプルを参考にして作成してください。サンプルのファイル名と動
作を次に示します。
サンプルのファイル名
• Windows の場合：mActionSample_closeUnit.bat
• UNIX の場合：mActionSample_closeUnit.sh
サンプルの動作
サービスユニットに所属する J2EE サーバにリソース枯渇などの障害が発生した場
合に，Management イベントを発行したサーバを閉塞します。
Management イベント発行サーバの所属サービスユニットを閉塞するサンプルを次に示
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します。
● Windows の場合

（省略）
：
rem Management action sample for close unit.
setlocal
set
set
set
set

LSNAME=%COSMI_MNG_MACT_LSNAME%
MSGID=%COSMI_MNG_MACT_MSG_ID%
WEBSYSTEM=%COSMI_MNG_MACT_WEBSYSTEM%
UNIT=%COSMI_MNG_MACT_UNIT%

set CJCLDELLOG=%COSMINEXUS_HOME%¥CC¥client¥bin¥cjcldellog.bat
set LOG_ROOT_DIR=%SystemDrive%¥<MyLogDir>
if not exist "%LOG_ROOT_DIR%" mkdir "%LOG_ROOT_DIR%"
call "%CJCLDELLOG%" -t 30d -f "%LOG_ROOT_DIR%"
set LOG_DIR=%LOG_ROOT_DIR%¥%date:/=%
if not exist "%LOG_DIR%" mkdir "%LOG_DIR%"
set LOG=%LOG_DIR%¥%time::=%_%LSNAME%_%MSGID%.txt
echo %0 > "%LOG%"
if "%WEBSYSTEM%" == "" goto :ERR
if "%UNIT%" == "" goto :ERR
set MNGSVR=localhost:%COSMI_MNG_MACT_MNGSVR_PORT%
set UID=<User-id>
set PWD=<Password>
echo cmx_stop_target.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -mode ALL -s %WEBSYSTEM%
-unit %UNIT% >> "%LOG%" 2>&1
cmx_stop_target.exe -m %MNGSVR% -u %UID% -p %PWD% -mode ALL -s %WEBSYSTEM% -unit
%UNIT% >> "%LOG%" 2>&1
set RET=%ERRORLEVEL%
echo %RET% >> "%LOG%"
goto :END
:ERR
set RET=2
:END
exit %RET%
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● UNIX の場合

（省略）
：
# Management action sample for close unit.
LSNAME=${COSMI_MNG_MACT_LSNAME}
MSGID=${COSMI_MNG_MACT_MSG_ID}
WEBSYSTEM=${COSMI_MNG_MACT_WEBSYSTEM}
UNIT=${COSMI_MNG_MACT_UNIT}
LOG_ROOT_DIR=/tmp/<MyLogDir>
if [ ! -d ${LOG_ROOT_DIR} ]; then
/bin/mkdir ${LOG_ROOT_DIR}
fi
/usr/bin/find ${LOG_ROOT_DIR} -depth -mtime +30 -mindepth 1 -exec /bin/rm -fr
{} ¥;
LOG_DIR=${LOG_ROOT_DIR}/`/bin/date +%y%m%d`
if [ ! -d ${LOG_DIR} ]; then
/bin/mkdir ${LOG_DIR}
fi
LOG=${LOG_DIR}/`/bin/date +%H%M%S`_${LSNAME}_${MSGID}.txt
echo $0 > "${LOG}"
if [ "${WEBSYSTEM}" = "" -o "${UNIT}" = "" ]; then
exit 2
fi
MNGSVR=localhost:${COSMI_MNG_MACT_MNGSVR_PORT}
USERID=<User-id>
PASSWD=<Password>
echo ./cmx_stop_target -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -mode ALL -s
${WEBSYSTEM} -unit ${UNIT} >> "${LOG}" 2>&1
./cmx_stop_target -m ${MNGSVR} -u ${USERID} -p ${PASSWD} -mode ALL -s
${WEBSYSTEM} -unit ${UNIT} >> "${LOG}" 2>&1
RET=$?
echo ${RET} >> "${LOG}"
exit ${RET}

（3） Management アクション実行コマンドの動作
Management アクション実行コマンドの動作を次に示します。
● Management アクション実行コマンドから出力される標準出力，標準エラー出力は，
Management Server では取得しません。このため，コマンドの標準出力，標準エ
ラー出力を取得する場合は，コマンドの中でファイルに出力する必要があります。
● Management アクション実行コマンドは Management Server によって実行されま
す。実行ユーザは，Management Server の実行ユーザになります。また，環境変数
は Management Server に設定された環境変数を引き継ぎます。
● Management アクション実行コマンドのワーキングディレクトリは，<Cosminexus
のインストールディレクトリ >¥manager¥bin（Windows の場合），または /opt/
Cosminexus/manager/bin（UNIX の場合）です。
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（J2EE アプリケーションを
実行するシステム）
この章では，Smart Composer 機能で J2EE アプリケーション
を実行するシステムを構築する場合に，Web サーバと連携し
て Web アプリケーションを実行する場合の設定方法について
説明します。
なお，Smart Composer 機能を使用しないで J2EE アプリケー
ションを実行するシステムを構築する場合や，Web リダイレ
クタ環境構築時に必要な Web サーバとの連携の設定について
は，「18. Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環
境の場合）」を参照してください。

7.1 Web サーバとの連携の設定の概要
7.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定
7.3 通信タイムアウトの設定
7.4 エラーページのカスタマイズの設定
7.5 ドメイン名指定でトップページを表示するための設定
7.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定
7.7 Hitachi Web Server を使用するための設定
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7.1 Web サーバとの連携の設定の概要
この節では，Web サーバとの連携機能の概要と，Web サーバとの連携機能を設定する
ユーザ定義ファイルについて説明します。

7.1.1

Web サーバとの連携機能の概要

Web サーバとの連携機能を次の表に示します。
表 7-1 Web サーバとの連携機能
機能

説明

参照先

リダイレクタを使用したリク
エストの振り分け

Web サーバに登録したリダイレクタによって，リクエス
トを URL パターン，ラウンドロビン方式，または
POST データサイズで複数の Web コンテナに振り分け
て処理できます。

7.2

通信タイムアウト

クライアント− Web サーバ間，Web サーバ− Web コン
テナ間で，リクエスト受信時およびレスポンス送信時の
通信タイムアウトを設定しておき，トラブル発生時の応
答待ちなどの場合に通信タイムアウトを検知できます。

7.3

エラーページのカスタマイズ

クライアントから，存在しないリソースに対してアクセ
スした場合などに，クライアントからのリクエストに対
してユーザがカスタマイズしたエラーページを表示でき
ます。

7.4

ドメイン名指定での Web アプ
リケーションのトップページ
の表示

ドメイン名指定によって Web アプリケーションのトッ
プページを表示できます。

7.5

Web コンテナへのゲートウェ
イ情報の通知

クライアントと Web サーバとの間に SSL アクセラレー
タや負荷分散機などのゲートウェイを配置している場合
に，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知して，Web
アプリケーションのトップページや Form 認証画面に自
動的に正しくリダイレクトできます。

7.6

Hitachi Web Server の SSL に
よる認証やデータ暗号化

Hitachi Web Server を使用する場合に，SSL による認証
機能やデータ暗号化の機能を使用できます。

7.7

以降の節では，上記の機能を使用するための設定方法について説明します。システムで
使用する機能に応じて適宜設定してください。
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ポイント
以降の節で説明する機能は，Web サーバの機能および Web コンテナの機能のうち，Web
サーバでの設定が必要となる機能です。Web サーバと連携する場合には，このほかに，Web
クライアントとの通信制御やリクエストの流量制御などの Web コンテナの機能も使用でき
ます。これらの機能を使用する場合には，J2EE サーバでの設定が必要です。J2EE サーバ
での設定については，「4.

J2EE サーバの動作設定（J2EE アプリケーションを実行するシ

ステム）」を参照してください。

7.1.2

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファイ
ル

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファイルとユーザ定義ファイルに関する
注意事項について説明します。
Web サーバとの連携機能は，次の四つのファイルで設定します。
• 簡易構築定義ファイル
• workers.properties（ワーカ定義ファイル）
• mod_jk.conf（リダイレクタ動作定義ファイル）
• httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）
ユーザ定義ファイルのうち，簡易構築定義ファイルについては，マニュアル
「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を，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。ほかのユーザ定義ファイルの詳細について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

！

定義編」を参照してください。

注意事項
Management Server を使用してシステムを構築する場合，使用する Web サーバは Hitachi
Web Server です。

各ファイルの詳細を次に説明します。

（1） Smart Composer 機能のファイル
● 簡易構築定義ファイル
リダイレクタ，Web コンテナ間のリクエスト送受信時や，レスポンス送受信時の通信
タイムアウトを設定します。
テンプレートファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ
>¥manager¥config¥templates¥cmxdefcombinedmodel.xml
• UNIX の場合
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/opt/Cosminexus/manager/config/templates/cmxdefcombinedmodel.xml

（2） そのほかのユーザ定義ファイル
● workers.properties（ワーカ定義ファイル）
ワーカの定義，およびワーカごとのパラメタを設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector¥workers.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/workers.properties
● mod_jk.conf（リダイレクタ動作定義ファイル）
Hitachi Web Server でのリダイレクタの動作を設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥mod_jk.conf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf
● httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）
Hitachi Web Server の動作環境を定義するディレクティブ（Web サーバの実行環境を
定義するパラメタ）を設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥httpsd¥conf¥httpsd.conf
• UNIX の場合
/opt/hitachi/httpsd/conf/httpsd.conf

（3） 注意事項
ユーザ定義ファイルに関する注意事項を次に示します。
• 上書きインストールの場合，ユーザ定義ファイルは上書きされません。
• アップグレードインストールの場合のワーカ定義ファイル，および Web サーバ定義
ファイルの処理については，
「付録 A Cosminexus Version 6 および Cosminexus
Version 7 からの移行」を参照してください。
• リダイレクタの定義ファイルの 1 行の最大文字数は，1,023 文字です。この文字数内
で定義してください。
• ワーカ定義ファイル，およびリダイレクタ動作定義ファイルの場合，キーの一部を簡
易構築定義ファイルのパラメタで定義できます。簡易構築定義ファイルで設定した内
容は，テキストエディタなどで直接編集しなくても，ワーカ定義ファイルと，リダイ
レクタ動作定義ファイルに反映されます。なお，Smart Composer 機能でシステムを
構築する場合は，システムの一貫性を保つため，細かい設定を変更する場合でも，簡

300

7.

Web サーバとの連携の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

易構築定義ファイルを編集するようにしてください。テキストエディタなどで個別に
ファイルを直接編集する場合には，スペルミスなどに十分注意してください。ワーカ
定義ファイル（workers.properties）
，およびリダイレクタ動作定義ファイル
（mod_jk.conf）の直接編集については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。
• 次のユーザ定義ファイルで，同じ名称のパラメタが複数指定されている場合は，最初
に指定されたパラメタの値を使用して動作します。
• isapi_redirect.conf
• workers.properties
• uriworkermap.properties
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7.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り
分けの設定
この節では，リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定について説明します。
リダイレクタを使用したリクエストの振り分けでは，Web サーバあての HTTP リクエス
トのうち，特定のリクエストを指定した Web コンテナに処理させたり，複数の Web コ
ンテナにリクエストを振り分けて処理させたりします。機能の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 機能解説」の Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振
り分けに関する説明を参照してください。
リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける方法には，次の 3 種類があります。
• URL パターンでのリクエスト振り分け
• ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分け
• POST データサイズでのリクエスト振り分け
それぞれの方法でリクエストを振り分けるための設定について説明します。

7.2.1

リクエストの振り分け方法を設定するユーザ定義ファ
イル

リクエストを振り分けるためには，次のユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで
編集して，ワーカ，URL パターンとワーカのマッピング，リダイレクタの動作を設定し
ます。
● 簡易構築定義ファイル
ワーカの定義，およびワーカごとのパラメタ，URL パターンとワーカのマッピングを
設定します。URL パターンでのリクエスト振り分けを設定する場合に使用します。ラ
ウンドロビン方式でのリクエスト振り分け，および POST データサイズでのリクエス
ト振り分けの場合，設定内容が物理ティアが free-tier に出力されます。
● workers.properties（ワーカ定義ファイル）
ワーカの定義，およびワーカごとのパラメタを設定します。ラウンドロビン方式での
リクエスト振り分け，および POST データサイズでのリクエスト振り分けを設定する
場合に使用します。
● mod_jk.conf（リダイレクタ動作定義ファイル）
Hitachi Web Server へのリクエストでどの URL パターンが Web コンテナへ転送され
るかという URL パターンとワーカのマッピング，リダイレクタの動作を設定します。
ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分け，および POST データサイズでのリクエ
スト振り分けを設定する場合に使用します。
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
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イド」を，workers.properties および mod_jk.conf の詳細については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

7.2.2

定義編」を参照してください。

URL パターンでのリクエスト振り分けの設定

HTTP リクエストに含まれる URL パターンによってリクエストを振り分けることで，特
定の処理だけを Web コンテナに実行させたり，複数の Web コンテナに処理内容に応じ
て振り分けたりできます。

（1） 設定の手順
URL パターンによるリクエストの振り分けは，次の手順で設定します。
1. 簡易構築定義ファイルで，ワーカ，および URL パターンとワーカのマッピングを定
義します。
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（
「ajp13」を設定），ポート番号，ホスト名など
を設定します。
また，すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてく
ださい。
2. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「7.7 Hitachi Web Server を使用するための設定」を
参照してください。

（2） 簡易構築定義ファイルでの設定
URL パターンによるリクエストの振り分けの設定は，簡易構築定義ファイルで，論理
Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に定義します。簡易構築定義ファ
イルで定義するパラメタを次の表に示します。
表 7-2 簡易構築定義ファイルで定義するパラメタ（URL パターンによるリクエストの
振り分けの場合）
分類
ワーカの定義

パラメタ

説明

worker.list

一つまたは複数のワーカ名のリストを指定します。

worker.< ワーカ名 >.host

ワーカのホスト名，または IP アドレスを指定しま
す。

worker.< ワーカ名 >.port

ワーカのポート番号を指定します。

worker.< ワーカ名 >.type

ワーカのタイプ（ajp13，lb または post_size_lb）
を指定します。

worker.< ワーカ名
>.cachesize

リダイレクタで再利用するワーカのコネクション
数を指定します。
Windows の場合にだけ指定できます。

worker.< ワーカ名
>.receive_timeout

通信タイムアウト値を指定します。
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分類

URL パターンと
ワーカのマッピン
グの定義
注

パラメタ

説明

worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code

エラーページの作成を Web サーバに委任する場合
に利用するエラーステータスコードを指定します。

JkMount

URL パターンと，worker.list で指定されている
ワーカのどれかとの組み合わせを指定します。

< ワーカ名 > には，worker.list パラメタで指定したワーカの名称を定義します。

（3） 設定例
URL パターンでのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。
図 7-1 URL パターンでのリクエスト振り分けの例

この例では，ホスト A には Web アプリケーション「app1」，ホスト B には Web アプリ
ケーション「app2」がそれぞれデプロイされています。処理したい Web アプリケーショ
ン名をリクエストの URL パターンに含めることで，
「/app1/*」という URL パターンを
持つリクエストはホスト A で，
「/app2/*」という URL パターンを持つリクエストはホス
ト B で処理できるようにします。ホスト A のワーカ名は「worker1」，ホスト B のワー
カ名は「worker2」です。
簡易構築定義ファイルの例を次に示します。ここでは，複数の Web コンテナへリクエス
トを振り分けるので，Web サーバに登録したリダイレクタに，複数の Web コンテナの
ワーカを振り分け先として指定します。また，「/app1/*」という URL パターンと
「worker1」
，「/app2/*」という URL パターンと「worker2」とをマッピングします。
簡易構築定義ファイルの例
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：
<param>
<param-name>JkMount</param-name>
<param-value>/app1/* worker1</param-value>
<param-value>/app2/* worker2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.list</param-name>
<param-value>worker1,worker2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.port</param-name>
<param-value>8007</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.host</param-name>
<param-value>hostA</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.type</param-name>
<param-value>ajp13</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.cachesize</param-name>
<param-value>64</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker2.port</param-name>
<param-value>8007</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker2.host</param-name>
<param-value>hostB</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker2.type</param-name>
<param-value>ajp13</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker2.cachesize</param-name>
<param-value>64</param-value>
</param>
：

7.2.3 ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの設定
振り分け先となるワーカのリストをロードバランサに定義することで，ラウンドロビン
方式でワーカにリクエストを振り分けます。
振り分け先となる各ワーカに負荷分散値を設定して，リクエスト振り分けの比率を定義
すると，ホストごとの負荷の割合を調整できます。リダイレクタは，この比率で HTTP
リクエスト単位にラウンドロビンでリクエストを振り分けるので，比率が高いワーカほ
ど転送されるリクエストの割合が多くなります。ただし，同じセッションに属する
HTTP リクエストは前回と同じワーカに振り分けられます。

（1） 設定の手順
ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けは，次の手順で設定します。
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1. workers.properties でロードバランサ，およびワーカを定義します。
ロードバランサの定義
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（
「lb」を設定）
，負荷分散の対象となるワー
カのリストなどを設定します。
各ワーカの定義
ワーカのタイプ（
「ajp13」を設定）
，ポート番号，ホスト名，負荷分散値などを
設定します。
標準で提供される workers.properties には，デフォルト値が定義されています。コメ
ントとして定義されているデフォルトの定義を使用する場合は，該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
2. mod_jk.conf で URL パターンとワーカのマッピングを定義します。
すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてくださ
い。
3. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「7.7 Hitachi Web Server を使用するための設定」を
参照してください。
注意事項
• リダイレクタで負荷分散を使用する場合に，あるワーカで障害を検出すると，障
害を検出してから 60 秒間はそのワーカはリダイレクト先ワーカの選択肢から除外
されます。そのため，障害が回復しても，最大で 60 秒間はそのワーカが使用され
ない場合があります。
• リダイレクタが動作するワーカプロセスを複数に設定した場合，ワーカプロセス
を 2 以上に設定していると，workers.properties の最初に定義したワーカによっ
て多く割り振られます。
• UNIX の場合，Hitachi Web Server のサーバプロセスを負荷に応じて生成・消滅
させているときは，workers.properties の最初に定義したワーカによって多く割
り振られます。また，サーバプロセス数を固定にしても，リクエストがどのサー
バプロセスに割り振られるかは不定のため，同じ負荷分散値を指定してもラウン
ドロビンにならないことがあります。サーバプロセスは，消滅しなければ負荷に
応じて増えてもよいため，サーバプロセスが短時間で生成・消滅しないように
ディレクティブを指定する必要があります。
Hitachi Web Server の httpsd.conf のディレクティブが次に示す条件を満すよう
に，指定してください。
条件
MaxSpareServers ≧ MaxClients
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条件

意味

MaxRequestsPerChild 10000

HTTP リクエストを 10,000 回処理後，リフレッシュのため
にサーバプロセスを終了させます（10,000 は推奨値）
。振り
分け先の J2EE サーバまたは Web コンテナサーバ数に対し
て十分に大きな値を指定します。

StartServers = MaxClients

最初に全サーバプロセスを起動しておく場合に指定します。

ディレクティブの指定例
StartServers 256
MaxClients 256
MaxSpareServers 256
MaxRequestsPerChild 10000

（2） workers.properties および mod_jk.conf での設定
ラウンドロビン方式でのリクエストの振り分けの設定は，workers.properties および
mod_jk.conf で定義します。workers.properties および mod_jk.conf で定義するキーを次
の表に示します。
表 7-3 workers.properties および mod_jk.conf で定義するキー（ラウンドロビン方式で
のリクエストの振り分けの場合）
ファイルの種類
workers.properties

キー名

説明

worker.list

一つまたは複数のワーカ名のリストを指定しま
す。

worker.< ワーカ名 >.host

ワーカのホスト名，または IP アドレスを指定し
ます。

worker.< ワーカ名 >.port

ワーカのポート番号を指定します。

worker.< ワーカ名 >.type

ワーカのタイプを指定します。ロードバランサに
は「lb」を，負荷分散の対象となるワーカには
「ajp13」を指定します。

worker.< ワーカ名
>.balanced_workers

負荷分散の対象となるワーカのリストを指定しま
す。

worker.< ワーカ名
>.lbfactor

負荷分散値を指定します。

worker.< ワーカ名
>.cachesize

リダイレクタで再利用するワーカのコネクション
数を指定します。
Windows の場合にだけ指定できます。

worker.< ワーカ名
>.receive_timeout

通信タイムアウト値を指定します。

worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code

エラーページの作成を Web サーバに委任する場
合に利用するエラーステータスコードを指定しま
す。
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ファイルの種類
mod_jk.conf

注

キー名

説明

JkMount

URL パターンと，worker.list で指定されている
ワーカのどれかとの組み合わせを指定します。

< ワーカ名 > には，worker.list キー，または worker.< ワーカ名 >.balanced_workers キーで指

定したワーカの名称を定義します。

ワーカの種類ごとに指定できるパラメタを次の表に示します。
表 7-4 ワーカの種類ごとに指定できるキー
ワーカの種類（worker.< ワーカ名 >.type キーの指定値）

キー名

ロードバランサ
（「lb」を指定）

ワーカ
（「ajp13」を指定）

worker.< ワーカ名 >.host

×

○

worker.< ワーカ名 >.port

×

○

worker.< ワーカ名 >.type

○

○

worker.< ワーカ名 >.balanced_workers

○

×

worker.< ワーカ名 >.lbfactor

×

△

worker.< ワーカ名 >.cachesize

×

△

worker.< ワーカ名 >.receive_timeout

×

△

worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code

×

△

（凡例）○：指定できる。

×：指定できない。

△：任意に指定できる。

（3） 設定例
ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。
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図 7-2 ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの例

この例では，「/examples」以下のリクエストがホスト A，ホスト B に同じ比率で振り分
けます。ホスト A のワーカ名は「worker1」
，ホスト B のワーカ名は「worker2」です。
workers.properties の例を次に示します。ここでは，ロードバランサとワーカを定義し
ます。リクエストを同じ比率で振り分けるので，
「worker1」と「worker2」の負荷分散
値はどちらも「1」を指定します。
workers.properties の例（Windows の場合）
worker.list=loadbalancer1
worker.loadbalancer1.balanced_workers=worker1,worker2
worker.loadbalancer1.type=lb
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.cachesize=64
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.cachesize=64
worker.worker2.lbfactor=1
workers.properties の例（UNIX の場合）
worker.list=loadbalancer1
worker.loadbalancer1.balanced_workers=worker1,worker2
worker.loadbalancer1.type=lb
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
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worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.lbfactor=1
mod_jk.conf の例を次に示します。ここでは，ロードバランサ名「loadbalancer1」を指
定します。
mod_jk.conf の例
JkMount /examples/* loadbalancer1

7.2.4

POST データサイズでのリクエストの振り分けの設定

振り分け先となるワーカのリストを POST リクエスト振り分けワーカに定義することで，
POST データサイズでワーカにリクエストを振り分けます。
振り分け先となる POST リクエスト転送先ワーカに，POST データサイズの上限値を設
定して，リクエスト振り分け先を定義します。これによって，特定のホストに，処理に
時間が掛かる長大な POST データサイズのリクエストの処理を振り分けられます。リダ
イレクタは，HTTP リクエスト単位に POST データサイズの上限値で振り分けるので，
長大な POST データ以外のリクエストのスループットの低下や，レスポンス時間の低下
を防ぐことができます。なお，POST データサイズの上限値が設定されている場合は，
同じセッションに属する HTTP リクエストであっても，POST データサイズの値が優先
されます。

（1） 設定の手順
POST データサイズでのリクエスト振り分けは，次の手順で設定します。
1. workers.properties で POST リクエスト振り分けワーカ，および POST リクエスト転
送先ワーカを定義します。
POST リクエスト振り分けワーカの定義
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（
「post_size_lb」を設定）
，POST データサ
イズによる振り分けの対象となるワーカのリストなどを設定します。必要に応じ
て，デフォルトワーカも設定します。
各 POST リクエスト転送先ワーカの定義
ワーカのタイプ（
「ajp13」を設定）
，ポート番号，ホスト名，POST データサイ
ズの上限値などを設定します。
標準で提供される workers.properties には，デフォルト値が定義されています。コメ
ントとして定義されているデフォルトの定義を使用する場合は，該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
2. mod_jk.conf で URL パターンとワーカのマッピングを定義します。
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すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてくださ
い。
3. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「7.7 Hitachi Web Server を使用するための設定」を
参照してください。

（2） workers.properties および mod_jk.conf での設定
POST データサイズでのリクエストの振り分けの設定は，workers.properties および
mod_jk.conf で定義します。workers.properties および mod_jk.conf で定義するキーを次
の表に示します。
表 7-5 workers.properties および mod_jk.conf で定義するキー（POST データサイズで
のリクエストの振り分けの場合）
ファイルの種類
workers.properties

キー名
worker.list

一つまたは複数のワーカ名のリストを指定しま
す。

worker.< ワーカ名 >.host

ワーカのホスト名，または IP アドレスを指定し
ます。

worker.< ワーカ名 >.port

ワーカのポート番号を指定します。

worker.< ワーカ名 >.type

mod_jk.conf

注

説明

ワーカのタイプを指定します。POST リクエスト
振り分けワーカには「post_size_lb」を，振り分
け対象となる POST リクエスト転送先ワーカには
「ajp13」を指定します。

worker.< ワーカ名
>.post_size_workers

POST データサイズによる振り分けの対象となる
ワーカのリストを指定します。

worker.< ワーカ名
>.post_data

リクエストの POST データサイズの上限値（バイ
ト単位）を指定します。

worker.< ワーカ名
>.default_worker

リクエストの振り分け先に該当するワーカが，ク
ラスタ構成内の POST リクエスト転送先ワーカに
ない場合に，リクエストを転送するワーカ（デ
フォルトワーカ）を指定します。

worker.< ワーカ名
>.cachesize

リダイレクタで再利用するワーカのコネクション
数を指定します。
Windows の場合にだけ指定できます。

worker.< ワーカ名
>.receive_timeout

通信タイムアウト値を指定します。

worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code

エラーページの作成を Web サーバに委任する場
合に利用するエラーステータスコードを指定しま
す。

JkMount

URL パターンと，worker.list で指定されている
ワーカのどれかとの組み合わせを指定します。

< ワーカ名 > には，worker.list キー，または worker.< ワーカ名 >.post_size_workers キーで指
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定したワーカの名称を定義します。

ワーカの種類ごとに指定できるキーを次の表に示します。
表 7-6 ワーカの種類ごとに指定できるキー
ワーカの種類（worker.< ワーカ名 >.type キーの指定値）

キー名

POST リクエスト振り分け
ワーカ
（「post_size_lb」を指定）

POST リクエスト転送先
ワーカ
（
「ajp13」を指定）

worker.< ワーカ名 >.host

×

○

worker.< ワーカ名 >.port

×

○

worker.< ワーカ名 >.type

○

○

worker.< ワーカ名
>.post_size_workers

○

×

worker.< ワーカ名 >.post_data

×

○

worker.< ワーカ名 >.default_worker

△

×

worker.< ワーカ名 >.cachesize

×

△

worker.< ワーカ名 >.receive_timeout

×

△

worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code

×

△

（凡例）○：指定できる。

×：指定できない。

△：任意に指定できる。

（3） 設定例
POST データサイズでのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。ここでは，リク
エストを限定できない場合を例に説明します。
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図 7-3 POST データサイズでのリクエスト振り分けの例

この例では，「/examples」以下のリクエストのうち，POST データサイズが 100 メガバ
イト未満のリクエストをホスト A，POST データサイズが 100 メガバイト以上 200 メガ
バイト未満のリクエストをホスト B に振り分けます。リクエストの振り分け条件に満た
ないリクエストは，デフォルトワーカに設定したホスト A に振り分けます。ホスト A の
ワーカ名は「worker1」，ホスト B のワーカ名は「worker2」です。リクエストの振り分
け条件については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の POST データサイズでのリ
クエストの振り分けに関する説明を参照してください。
workers.properties の例を次に示します。ここでは，POST リクエスト振り分けワーカ，
POST リクエスト転送先ワーカおよびデフォルトワーカを定義します。POST データサ
イズの上限値は，
「worker1」に「100m」，
「worker2」に「2048m」（POST データサイ
ズの上限値の最大値）を指定します。デフォルトワーカには，
「worker1」を指定します。
workers.properties の例（Windows の場合）
worker.list=postsizelb1
worker.postsizelb1.post_size_workers=worker1,worker2
worker.postsizelb1.type=post_size_lb
worker.postsizelb1.default_worker=worker1
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
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worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.cachesize=64
worker.worker1.post_data=100m
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.cachesize=64
worker.worker2.post_data=2048m
workers.properties の例（UNIX の場合）
worker.list=postsizelb1
worker.postsizelb1.post_size_workers=worker1,worker2
worker.postsizelb1.type=post_size_lb
worker.postsizelb1.default_worker=worker1
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.post_data=100m
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.post_data=2048m
mod_jk.conf の例を次に示します。ここでは，POST リクエスト振り分けワーカ
「postsizelb1」を指定します。
mod_jk.conf の例
JkMount /examples/* postsizelb1

参考
POST データサイズの上限値は，httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）の
LimitRequestBody ディレクティブでも設定できます。LimitRequestBody ディレクティブ
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。
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7.3 通信タイムアウトの設定
この節では，クライアント− Web サーバ間，および Web サーバ（リダイレクタ）−
Web コンテナ間の通信タイムアウトの設定について説明します。
通信タイムアウトは，リクエストの送受信時，またはレスポンスの送受信時に設定しま
す。リクエスト送受信時およびレスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定について
それぞれ説明します。機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の
Web コンテナおよび Web サーバでの通信タイムアウトの設定に関する説明を参照してく
ださい。
なお，通信タイムアウトは，EJB を呼び出す EJB クライアント側でも設定できます。
EJB クライアント側での設定は，J2EE アプリケーション開発時に設定します。設定方
法については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の RMI-IIOP 通信のタイムアウト
に関する説明を参照してください。

7.3.1 リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定
リクエスト送受信時の通信タイムアウトは，クライアント− Web サーバ間，リダイレク
タ− Web コンテナ間に設定します。リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定場所
について，次の図に示します。
図 7-4 リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定場所

図について説明します。なお，図中の番号と説明の番号は対応しています。
1. Web サーバでのリクエスト受信時（クライアント− Web サーバ）
Web サーバでは，クライアントから転送されたリクエストの受信処理の時間に，タイ
ムアウトを設定できます。
2. リダイレクタでのリクエスト送信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
リダイレクタでは，Web コンテナへのリクエスト送信処理の時間に，タイムアウトを
設定できます。
3. Web コンテナでのリクエスト受信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
Web コンテナでは，リダイレクタから転送されたリクエストの受信処理の時間に，タ
イムアウトを設定できます。
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それぞれの場合での通信タイムアウトの設定方法について説明します。

（1） Web サーバでのリクエスト受信時の設定
クライアントからのリクエストを Web サーバで受信するときの通信タイムアウトは，
Web サーバに設定します。Web サーバには，Hitachi Web Server を使用できます。
（a） 設定方法
クライアントから転送されたリクエストの受信処理の通信タイムアウトを，httpsd.conf
に設定してください。
● リクエスト受信処理の待ち時間
Timeout ディレクティブに，クライアントからのリクエスト受信処理の待ち時間
（秒）を設定します。Timeout ディレクティブのデフォルト値は 300 秒です。なお，
ここに設定する値は，クライアントへのデータ送信処理に対する通信タイムアウトと
共用です。クライアントへのデータ送信処理に対する通信タイムアウトについては，
「7.3.2(3) Web サーバでのレスポンス送信時の設定」を参照してください。
（b） 設定時の注意
Web サーバでのリクエスト受信時に設定するタイムアウト値については，クライアント
− Web サーバ間のネットワーク構成，およびトラフィックの状態を考慮し，障害が発生
したと判断できる時間を設定してください。

（2） リダイレクタでのリクエスト送信時の設定
リダイレクタから Web コンテナにリクエストを送信するときには，Web コンテナとのコ
ネクションを確立してからリクエストを送信します。リダイレクタから Web コンテナに
リクエストを送信するときの通信タイムアウトは，コネクション確立時，およびリクエ
スト送信時に設定できます。また，コネクションの確立およびリクエストヘッダの送信
に失敗した場合のリトライ回数を設定できます。
（a） 設定方法
リダイレクタからの，コネクション確立およびリクエスト送信処理の通信タイムアウト
およびリトライ回数を，簡易構築定義ファイルに設定してください。
● コネクション確立の通信タイムアウト
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，JkConnectTimeout パ
ラメタで，Web コンテナへのコネクション確立処理の待ち時間（秒）を設定します。
JkConnectTimeout パラメタのデフォルト値は 30 秒です。
● リクエスト送信処理のタイムアウト
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，JkSendTimeout パラ
メタで，Web コンテナへのリクエスト送信処理の待ち時間（秒）を設定します。
JkSendTimeout パラメタのデフォルト値は 100 秒です。
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● コネクション確立およびリクエスト送信のリトライ回数
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，
JkRequestRetryCount パラメタで，Web コンテナへのコネクション確立およびリク
エスト送信のリトライ回数を設定します。JkRequestRetryCount パラメタのデフォル
ト値は 3 回です。
（b） 設定時の注意
リダイレクタでのリクエスト送信時に設定する通信タイムアウト値，およびリトライ回
数については，次の点に考慮して設定してください。
• リトライ回数には，初回のコネクション確立およびリクエスト送信が含まれます。こ
のため，初回のコネクション確立またはリクエスト送信処理で失敗した場合，コネク
ション確立またはリクエスト送信処理のリトライは，2 回目としてカウントされます。
• コネクション確立およびリクエスト送信処理の通信タイムアウト時間に 0 を指定した
場合，または TCP が持つコネクション確立およびデータ送信の再送タイマより長い時
間を設定した場合は，通信タイムアウト時間は TCP の持つタイムアウト時間が適用さ
れます。

（3） Web コンテナでのリクエスト受信時の設定
リダイレクタからのリクエストを Web コンテナで受信するときの通信タイムアウトは，
Web コンテナに設定します。
（a） 設定方法
リダイレクタから転送されたリクエストの受信処理の通信タイムアウトを，簡易構築定
義ファイルに設定してください。
● リクエスト受信処理のタイムアウト
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.connector.ajp13.receive_timeout パラメタで，リダイレクタからのリクエ
スト受信処理の待ち時間（秒）を設定します。パラメタのデフォルト値は 100 秒で
す。
（b） 設定時の注意
Web コンテナでのリクエスト受信時に設定するタイムアウト値については，次の点に考
慮して設定してください。
• Web サーバのリクエスト受信時のタイムアウトに設定した時間より，大きい値を設定
してください。
Web サーバのリクエスト受信時のタイムアウトに設定した時間より，小さい値を設定
しているときに，クライアントや，クライアント− Web サーバ間でネットワーク障害
が発生すると，Web サーバより先に Web コンテナでタイムアウトが発生してしまい
ます。この場合，障害が発生したのが，Web サーバ側であるのか，クライアント側で
あるのかが判別できなくなります。
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• クライアントからのデータ受信が必要な場合，クライアントとの通信速度を考慮して，
データ受信ができる時間を設定してください。
• リダイレクタでの Web コンテナへのデータの送信時に障害が発生した場合，TCP の
再送タイマでのタイムアウトによって障害が検知されます。
なお，UNIX の場合，タイムアウトまでの時間は，OS によって異なります。

7.3.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定

レスポンス送受信時の通信タイムアウトは，Web コンテナ−リダイレクタ間，Web サー
バ−クライアント間に設定します。レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定場所
について，次の図に示します。
図 7-5 レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定場所

図について説明します。なお，図中の番号と説明の番号は対応しています。
1. Web コンテナでのレスポンス送信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
Web コンテナでのレスポンス送信時にタイムアウトを設定します。
2. リダイレクタでのレスポンス受信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
リダイレクタでのレスポンス受信時に，タイムアウトを設定します。
3. Web サーバでのレスポンス送信時（Web サーバ−クライアント）
Web サーバでのレスポンス送信時に，タイムアウトを設定します。
それぞれの場合での通信タイムアウトの設定方法について説明します。

（1） Web コンテナでのレスポンス送信時の設定
Web コンテナからリダイレクタにレスポンス送信処理するときの通信タイムアウトは，
Web コンテナに設定します。Web コンテナからのレスポンス送信時の待ち時間は，簡易
構築定義ファイルに，を設定してください。
● レスポンス送信処理のタイムアウト
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.connector.ajp13.send_timeout パラメタで，Web コンテナからのレスポン
ス送信時のタイムアウト時間（秒）を設定します。パラメタのデフォルト値は 600 秒
です。
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（2） リダイレクタでのレスポンス受信時の設定
Web コンテナからのレスポンスを受信するときの通信タイムアウトをリダイレクタに設
定します。
（a） 設定方法
Web コンテナからのレスポンス待ち時間を，簡易構築定義ファイルに設定してください。
● レスポンス受信処理のタイムアウト
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，worker.< ワーカ名
>.receive_timeout パラメタで，ワーカごとのレスポンス待ち時間（秒）を設定しま
す。パラメタのデフォルト値は 3600 秒です。J2EE アプリケーション単位で通信タイ
ムアウトを設定したい場合は，J2EE アプリケーションごとにワーカを定義してマッ
ピングしてください。
（b） 設定時の注意
リダイレクタでのレスポンス受信時のタイムアウトでは，Web アプリケーションの障害
を検知できます。そのため，運用状況によっては，Web アプリケーションの処理に必要
となる時間を考慮して，障害検知と判断できる値を通信タイムアウトに設定する必要が
あります。
リダイレクタでのレスポンス受信時に設定するタイムアウト値については，次の点に考
慮して設定してください。
• 通信タイムアウトには，Web アプリケーションの処理に必要な時間より長い時間を設
定してください。
設定したタイムアウトの時間が，Web アプリケーションの処理時間より短い場合，
Web アプリケーションは正常に処理されていても，リダイレクタ側ではタイムアウト
が発生したと判断して，クライアントにエラーが返されます。
• Web コンテナのピーク時の，同時実行スレッド数の制御による待ち時間を考慮してく
ださい。
同時実行スレッド数の制御によって，Web コンテナのピーク時には，処理待ちリクエ
ストの発生が考えられます。このため，サーバ管理コマンドを使用して同時実行ス
レッド数の制御を設定している場合，リクエストの処理時間が延長されることも考慮
して，通信タイムアウトを設定しておく必要があります。サーバ管理コマンドでの同
時実行スレッド数の制御の設定については，「4.4

同時実行スレッド数の制御の設定」

を参照してください。
• Web コンテナでのリダイレクタへのデータの送信時に障害が発生した場合，TCP の再
送タイマでのタイムアウトによって障害が検知されます。
なお，UNIX の場合，タイムアウトまでの時間は，OS によって異なります。

（3） Web サーバでのレスポンス送信時の設定
クライアントにレスポンスを送信するときの通信タイムアウトは，Web サーバに設定し
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ます。
（a） 設定方法
クライアントからのレスポンス待ち時間を，httpsd.conf に設定してください。
● データ送信処理の通信タイムアウト
Timeout ディレクティブに通信タイムアウトを設定してください。なお，Timeout
ディレクティブで指定する通信タイムアウトは，リクエスト受信処理に対する通信タ
イムアウトおよびレスポンス送信処理に対する通信タイムアウトの両方の時間として
指定します。このため，リクエスト受信処理の通信タイムアウトとレスポンス送信処
理の通信タイムアウトで異なる時間を設定することはできません。
クライアントからのリクエスト受信処理に対する通信タイムアウトについては，
「7.3.1(1) Web サーバでのリクエスト受信時の設定」を参照してください。
（b） 設定時の注意
Web サーバでのレスポンス送信時に設定するタイムアウト値については，クライアント
− Web サーバ間のネットワーク構成，およびトラフィックの状態を考慮し，クライアン
トとデータの送受信をするのに十分な時間を設定してください。
また，Web サーバでのレスポンス送信時のタイムアウトは，Web コンテナでのレスポン
ス送信時のタイムアウト値よりも小さな値を設定してください。Web サーバでのレスポ
ンス送信時のタイムアウトを，Web コンテナでのレスポンス送受信時のタイムアウト値
よりも大きな値を設定しているときに，クライアント− Web サーバ間で障害が発生する
と，Web サーバでのクライアントへのレスポンス送信のタイムアウトよりも先に，Web
コンテナでのリダイレクタへのレスポンス送信でタイムアウトが発生するおそれがあり
ます。この場合，障害が発生したのが，クライアント− Web サーバ間か，リダイレクタ
− Web コンテナ間か判別できなくなります。
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7.4 エラーページのカスタマイズの設定
この節では，エラーページのカスタマイズの設定について説明します。
エラーが発生したときに，エラーステータスコードが表示されたエラーページの代わり
にユーザが作成したエラーページを表示させるためには，ユーザが作成したエラーペー
ジを特定のエラーステータスコードと対応づけます。該当するエラーステータスコード
のエラーが発生した場合には，Web サーバ（Hitachi Web Server）に設定された情報を
基に，エラーステータスコードに対応したエラーページをクライアントに送信します。
機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のエラーページのカスタ
マイズに関する説明を参照してください。

（1） 設定方法
エラーステータスコードとエラーページとの対応づけは，次のファイルで定義します。
● 簡易構築定義ファイル
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，worker.< ワーカ名
>.delegate_error_code パラメタで，エラーページに対応づけたいエラーステータス
コードを設定します。
● httpsd.conf
ErrorDocument ディレクティブで，エラーステータスコードと，対応するエラーペー
ジのファイル名を対応づけます。

（a） エラーステータスコード設定時の注意事項
簡易構築定義ファイルでエラーステータスコードを指定する場合の注意事項を次に示し
ます。
• エラーステータスコードは，ワーカ単位で指定します。
• エラーステータスコードを指定できるワーカのタイプは，「ajp13」だけです。ワーカ
のタイプが「lb」（ラウンドロビンに基づく負荷分散をするときの設定）
，および
「post_size_lb」
（POST データサイズに基づく振り分けをするとの設定）の場合，指定
した内容は無視されます。
• 指定できるエラーステータスコードは，次の表のとおりです。これ以外のエラース
テータスコードにエラーページを対応づけることはできません。
表 7-7 エラーページと対応づけできるエラーステータスコード
エラーステータスコード

説明句

400

Bad Request

401

Unauthorized

402

Payment Required

403

Forbidden
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エラーステータスコード

説明句

404

Not Found

405

Method Not Allowed

406

Not Acceptable

407

Proxy Authentication Required

408

Request Time-out

409

Conflict

410

Gone

411

Length Required

412

Precondition Failed

413

Request Entity Too Large

414

Request-URI Too Long

415

Unsupported Media Type

416

Requested Range Not Satisfiable

417

Expectation Failed

422

Unprocessible Entity

423

Locked

424

Failed Dependency

500

Internal Server Error

501

Not Implemented

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Time-out

505

HTTP Version not supported

507

Insufficient Storage

510

Not Extended

（b） ErrorDocument ディレクティブ指定時の注意事項
httpsd.conf で ErrorDocument ディレクティブを指定する場合の注意事項を次に示しま
す。
• ErrorDocument ディレクティブにローカル URL を使用する場合には，リダイレクタ
が Web コンテナに転送しない URL を指定する必要があります。
• ルートコンテキストの使用時など，リダイレクタの設定で「/*」という URL パターン
をワーカにマッピングしている場合，すべてのリクエストが Web コンテナに転送され
ます。そのため，ErrorDocument ディレクティブには，Web コンテナ上のリソース
を，完全 URL を使用して設定してください。
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ルートコンテキストを使用する場合で，エラーステータスコード 404 発生時に，Web
コンテナ上のルートコンテキスト配下の error404.jsp を表示させるための設定例を次
に示します。hostA は，Web サーバ稼働ホストです。
（例）
ErrorDocument 404 http://hostA/error404.jsp
また，このとき Web コンテナが停止している場合には，リダイレクタはエラーステー
タスコード 500 のエラーを返します。このため，Web コンテナが停止している際のエ
ラーページをカスタマイズするには，ErrorDocument ディレクティブで，エラース
テータスコード 500 に対して別の Web サーバのリソースを，完全 URL で指定する必
要があります。

（2） 設定例
エラーページのカスタマイズの例を次に示します。
簡易構築定義ファイルの例
：
<param>
<param-name>worker.list</param-name>
<param-value>worker1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.type</param-name>
<param-value>ajp13</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.host</param-name>
<param-value>host1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>worker.worker1.delegate_error_code</param-name>
<param-value>404</param-value>
</param>
：

worker.< ワーカ名 >.delegate_error_code パラメタに，エラーステータスコード
「404（Not Found）
」を定義しています。
httpsd.conf の例
# httpsd.confの記述#
#
：
ErrorDocument 404 /missing.html

エラーステータスコードと，対応するエラーページのファイル名を対応づけます。
エラーステータスコード「404（Not Found）」のエラーが発生した場合に，
missing.html ファイルを表示するようになります。
ErrorDocument ディレクティブの詳細については，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。
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（3） 注意事項
• Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションでは，サーブレットの仕様で規定
されている web.xml の <error-page> タグによるカスタムエラー機能を使用している
場合，Web コンテナは <error-page> タグに記述されているページへのアクセス結果
をステータスコードとして返却します。このため，<error-page> タグに記述されてい
るページへのアクセスでエラーが発生しない場合には，この機能は動作しません。
• エラーページの生成を委任するエラーステータスコードが簡易構築定義ファイルだけ
に定義されている（httpsd.conf の ErrorDocument ディレクティブを定義していな
い）場合，そのエラーステータスコードのエラーが発生したときに返却されるエラー
ページは，Hitachi Web Server が自動生成したページになります。
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7.5 ドメイン名指定でトップページを表示する
ための設定
この節では，ドメイン名指定でトップページを表示するための設定について説明します。
デプロイした Web アプリケーションにアクセスするとき，URL にドメイン名を指定す
るだけで，index.html や index.jsp などの，Web アプリケーションのトップページを表
示させることができます。なお，機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機
能解説」のドメイン名指定でのトップページの表示に関する説明を参照してください。

（1） 設定方法
ドメイン名指定でトップページを表示するための設定方法を次に示します。
1. ルートコンテキストを設定します。
ルートコンテキストとは，コンテキストルートに名称が指定されていないコンテキス
トのことです。ルートコンテキストの指定は，動作モードによって異なります。
サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションのプロパティを定義するとき
にルートコンテキストを指定します。コンテキストルートとしてルートコンテキスト
を設定する場合は，空文字を指定します。J2EE アプリケーションのコンテキスト
ルート定義については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイ
ド」を参照してください。
2. リダイレクタで，ルートコンテキストへのリクエストの振り分けを設定します。
ルートコンテキストへのリクエストの振り分けは，簡易構築定義ファイルに指定しま
す。

（2） 設定例
ルートコンテキストへのリクエストの振り分けの設定例について説明します。
URL にドメイン名を指定するだけで，Web アプリケーションのトップページを表示させ
るためには，リダイレクタの URL マッピング定義で，ルートコンテキストにリクエスト
が振り分けられるように設定してください。例えば，ルートコンテキストは「worker1」
に，「/examples」は worker2 に振り分ける場合には，次のように指定します。
簡易構築定義ファイルの例
：
<param>
<param-name>JkMount</param-name>
<param-value>/* worker1</param-value>
<param-value>/examples/* worker2</param-value>
</param>
：
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7.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知
するための設定
この節では，ゲートウェイ指定機能を使用するための設定について説明します。
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，ゲートウェイ指定機能を使用することで，Web コンテナに
ゲートウェイ情報を通知し，Web アプリケーションのトップページや Form 認証画面に
正しくリダイレクトできるようになります。なお，機能の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知に関する説明を
参照してください。

（1） 設定方法
ゲートウェイ指定機能を使用するための設定方法を次に示します。
1. ゲートウェイのホスト名・ポート番号・リダイレクト先 URL のスキームを，リダイ
レクタごとに指定します。
2. Web サーバを再起動します。
なお，ゲートウェイのホスト名・ポート番号・リダイレクト先 URL のスキームは，簡易
構築定義ファイルに指定します。論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タ
グ内に，次のパラメタで指定します。
• ホスト名：JkGatewayHost
• ポート番号：JkGatewayPort
• リダイレクト先 URL のスキーム：JkGatewayHttpsScheme

（2） 設定例
ゲートウェイ指定機能の設定例を次に示します。
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図 7-6 ゲートウェイ指定機能の設定例

この例では，クライアントと Web サーバの間に SSL アクセラレータを配置しています。
クライアントから SSL アクセラレータへのアクセスが HTTPS の場合でも，SSL アクセ
ラレータから Web サーバへのアクセスは HTTP となるため，Web コンテナは HTTP に
よるアクセスであると認識します。このため，Web アプリケーションのトップページや
Form 認証画面へのリダイレクト先 URL のスキームは HTTP となります。この場合，
ゲートウェイ指定機能を使用して，スキームを常に HTTPS とみなすように指定するこ
とで，正しくリダイレクトできるようになります。
簡易構築定義ファイルの例を次に示します。ここでは，リダイレクト先 URL のスキーム
を常に HTTPS とみなすように JkGatewayHttpsScheme パラメタで「On」を指定しま
す。
簡易構築定義ファイルの例
：
<param>
<param-name>JkGatewayHost</param-name>
<param-value>host1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>JkGatewayPort</param-name>
<param-value>4443</param-value>
</param>
<param>
<param-name>JkGatewayHttpsScheme</param-name>
<param-value>On</param-value>
</param>
：
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7.7 Hitachi Web Server を使用するための設定
この節では，Hitachi Web Server を使用して Web サーバと連携する場合の設定について
説明します。
• Hitachi Web Server の設定
• アップグレード時の Hitachi Web Server の設定
• Hitachi Web Server の SSL の設定

7.7.1

Hitachi Web Server の設定

J2EE サーバと Hitachi Web Server との連携に必要な認証実施順序，および注意事項を
説明します。

（1） 認証実施順序
Web コンテナが提供する認証機能と Web サーバの認証機能※を併用した場合，次の順序
で認証が実施されます。
1. Web サーバでの認証
2. Web コンテナでの認証
注※
Web サーバの認証機能とは，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL の
クライアント認証を指します。Web 認証機能の併用とは，Web コンテナが提供する
認証機能を使用している場合に，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL
のクライアント認証のどれか一つ以上を使用しているときを指します。
認証機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の Web コンテナの
セキュリティ管理に関する説明を参照してください。また，Hitachi Web Server のユー
ザ認証機能，およびアクセス制御機能については，マニュアル「Hitachi Web Server」
を参照してください。

（2） 注意事項
● Hitachi Web Server の再起動時の注意事項
Hitachi Web Server の再起動に失敗した原因が，簡易構築定義ファイルにある場合，次
のどちらかにメッセージが出力されます。
● Hitachi Web Server の起動コマンド実行画面またはイベントログ
• Hitachi Web Server をコマンドプロンプトから起動，停止，または再起動するとき
は，起動コマンド実行画面に出力されます。
• Hitachi Web Server をサービスから起動，停止，または再起動するときは，イベン
トログに出力されます。Windows の場合だけが該当します。
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● Hitachi Web Server のエラーログファイル
エラーログファイルは，デフォルトでは次の場所に出力されます。
• Windows の場合
<Hitachi Web Server のインストールディレクトリ >¥logs¥error.log
• UNIX の場合
opt/hitachi/httpsd/logs/error.log
それぞれに出力されるメッセージを表に示します。
表 7-8 Hitachi Web Server の起動コマンド実行画面またはイベントログに出力される
メッセージ
メッセージ
JkWorkersFile file_name
invalid ※
Can't find the workers file
specified ※

原因・対策方法
JkWorkersFile キーに指定されたファイル名が無効です。
JkWorkersFile キーに指定している値を修正したあと，Web サーバ
を再起動してください。
指定されたワーカ定義ファイルが見つかりません。JkWorkersFile
キーに指定されているファイルの有無を確認したあと，Web サーバ
を再起動してください。

Content should start with / ※

URL パターンの先頭文字が「/」（スラッシュ）以外です。JkMount
キーに指定されている URL パターンの先頭文字を「/」
（スラッ
シュ）に修正したあと，Web サーバを再起動してください。

JkOptions: Illegal option 'a...a'

JkOption キーに指定された値（a...a）は不正です。
JkOption キーに指定している値を修正したあと，Web サーバを再起
動してください。

a...a takes b...b arguments,

a...a に示すキーに指定できる値の数は b...b です。
a...a に示すキーに指定している値の数を修正したあと，Web サーバ
を再起動してください。

a...a must be On or Off

a...a に示すキーに指定できる値は On または Off です。
a...a に示すキーに指定している値を On または Off にしたあと，
Web サーバを再起動してください。

JkModulePriority: Invalid
value specified.a...a

JkModulePriority キーに設定された値 a...a が不正です。
JkModulePriority キーに正しい値を設定して，Web サーバを再起動
してください。

注※

UNIX の場合だけ出力されるメッセージです。

表 7-9 Hitachi Web Server のエラーログファイル
メッセージ
[ 時刻 ] [emerg] Memory error

説明・対策方法
メモリが不足しています。
システムが利用できるメモリ使用量を確保したあと，Web サー
バを再起動してください。
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メッセージ

説明・対策方法

[ 時刻 ] [emerg] Error while opening

次のどちらかの問題が発生しています。
• ワーカ定義ファイルのオープンに失敗しました。
JkWorkersFile キーに指定されているファイルのアクセス権
に読み取り権限があることを確認したあと，Web サーバを再
起動してください。
• ワーカ定義ファイルの内容が不正です。
ワーカ定義ファイルの内容を正しく修正したあと，Web サー
バを再起動してください。

the workers ※

[ 時刻 ] [emerg] Error while checking
the mod_jk.conf ※

注※

リダイレクタ定義ファイルに不適切な記述がありました。リダ
イレクタに出力されているメッセージを確認したあと，Web
サーバを再起動してください。

UNIX の場合だけ出力されるメッセージです。

● リダイレクタのログに関する注意事項
• ログ出力先ディレクトリに Hitachi Web Server の実行アカウントの書き込み権限がな
い場合，リクエストは正常に処理されますが，ログは出力されません。
• Windows の場合，デフォルトの状態ではリダイレクタのログ出力先ディレクトリ
（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs）がありま
せん。このため，Hitachi Web Server は，起動時に一つ上のディレクトリ
（redirector ディレクトリ）のアクセス権を引き継いで，logs ディレクトリを生成して
ログを出力しようとします。このとき，Hitachi Web Server の実行アカウントの書き
込み権限がないとログは出力されません。この場合は，logs ディレクトリを生成して
アクセス権を設定するか，または一つ上のディレクトリ（redirector ディレクトリ）
にアクセス権を設定してください。
また，リダイレクタのログ出力先ディレクトリを変更している場合に，指定している
パスが途中までしかないときは，存在する最下層のディレクトリに対してアクセス権
を設定するか，または指定したパスに対応するディレクトリをすべて作成して，最下
層のディレクトリにアクセス権を設定してください。

7.7.2

アップグレード時の Hitachi Web Server の設定

Hitachi Web Server をアップグレードした場合，Hitachi Web Server 用のリダイレクタ
の変更内容を反映するためには，Hitachi Web Server を再起動する必要があります。
Hitachi Web Server の再起動の方法については，マニュアル「Hitachi Web Server」を
参照してください。

7.7.3

Hitachi Web Server の SSL の設定

Hitachi Web Server を使用して SSL による認証やデータの暗号化をする場合，秘密鍵の
作成，認証局（CA）が発行した証明書の取得，および httpsd.conf（Hitachi Web Server
定義ファイル）の設定が必要です。
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また，クライアント認証をする場合，クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取
得，および httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）の設定が必要です。
ここでは，Hitachi Web Server の SSL による認証，暗号化の設定，およびクライアント
認証の設定について説明します。なお，詳細については，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。

（1） Hitachi Web Server の SSL による認証，暗号化の設定
Hitachi Web Server を使用して SSL による認証やデータの暗号化をする場合，次の設定
をしてください。
• 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の取得
• httpsd.conf の設定
（a） 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の取得
Hitachi Web Server が用意している sslc ユティリティを使用し，次に示す手順に従って
証明書発行局（CA）から証明書を取得します。なお，Hitachi Web Server が提供するテ
スト用 CA を利用する場合は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。
1. 秘密鍵の作成
sslc -genrsa コマンド（UNIX の場合，sslc genrsa コマンド）を使用して，Hitachi
Web Server 用の秘密鍵を作成します。
2. 証明書発行要求（CSR）の作成
sslc -req コマンド（UNIX の場合，sslc req コマンド）を使用して，認証局（CA）に
証明書を発行してもらうための証明書発行要求（CSR）を作成します。
3. 認証局（CA）への証明書発行要求の送付
作成した CSR ファイルを電子メールなどで認証局に送って証明書を取得してくださ
い。
（b） httpsd.conf の設定
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に，次に示す設定を記述してくださ
い。
• SSL 通信用のポートの設定
Listen ディレクティブに SSL 通信で使用するポートを設定します。通常，SSL 通信
で使用するポート番号は 443 です。SSL 通信で使用するポート番号を指定した Listen
ディレクティブだけを定義した場合，そのサーバはブラウザから HTTPS のリクエス
ト（SSL 通信）以外を受け付けなくなります。そのため，HTTP のリクエストも受け
付ける場合には，HTTP のリクエスト用のポート番号（通常には 80）を指定した
Listen ディレクティブの指定は残した上で，SSL 通信で使用するポート番号を指定し
た Listen ディレクティブを追加してください。
• SSL を有効にする設定
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SSLEnable ディレクティブを指定します。
• 秘密鍵ファイルの設定
SSLCertificateKeyFile ディレクティブに「(a) 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明
書の取得」で作成した秘密鍵ファイルへのパスを指定します。
• 認証局（CA）が発行した証明書ファイルの設定
SSLCertificateFile ディレクティブに「(a) 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の
取得」で取得した証明書ファイルへのパスを指定します。
記述例
SSL 通信に必要な設定をした httpsd.conf の記述例を次に示します。なお，次の記
述例は，ファイルの内容の一部となります。
Windows の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdkey.pem"
</VirtualHost>
Include "C:/Program Files/Hitachi/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"

UNIX の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdkey.pem"
</VirtualHost>
Include "/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"

（2） クライアント認証の設定
クライアント認証をする場合，次の設定をしてください。
• クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取得
• httpsd.conf の設定
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（a） クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取得
• クライアント証明書の取得
証明書の発行に使用する認証局（CA）の指示に従って，Web ブラウザにクライアン
ト証明書をインストールします。
• 認証局（CA）の証明書の取得
クライアント証明書を発行した認証局（CA）の証明書（PEM 形式）を入手します。
（b） httpsd.conf の設定
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に，次に示す設定を記述してくださ
い。
• 認証局（CA）の証明書ファイルの設定
SSLCACertificateFile ディレクティブに「(a) クライアント証明書と認証局（CA）
の証明書の取得」で取得した証明書ファイルへのパスを指定します。
• クライアント認証についての設定
SSLVerifyClient および SSLVerifyDepth ディレクティブを使用します。
• クライアント証明書情報についての設定
SSLExportClientCertificates および SSLExportCertChainDepth ディレクティブを
使用します。
記述例
クライアント認証に必要な設定をした httpsd.conf の記述例を次に示します。なお，
次の記述例は，ファイルの内容の一部となります。
Windows の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdkey.pem"
SSLCACertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/cacert/
cacert.pem"
SSLVerifyClient 2
SSLVerifyDepth 2
SSLExportClientCertificates
SSLExportCertChainDepth 2
</VirtualHost>
Include "C:/Program Files/Hitachi/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"
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UNIX の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdkey.pem"
SSLCACertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/cacert/cacert.pem"
SSLVerifyClient 2
SSLVerifyDepth 2
SSLExportClientCertificates
SSLExportCertChainDepth 2
</VirtualHost>
Include "/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"
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ンを実行するシステム）
インプロセス HTTP サーバは，J2EE サーバのプロセス内で提
供される Web サーバ機能です。Web サーバを経由しないで，
HTTP リクエストを J2EE サーバのプロセスが直接受信するこ
とによって，Web サーバ連携時よりも優れた処理性能で Web
サーバの機能を利用できます。
この章では，インプロセス HTTP サーバ機能の設定について
説明します。

8.1 インプロセス HTTP サーバの設定の概要
8.2 Web クライアントからの接続数とリクエスト処理スレッド数の制御の
設定
8.3 Web クライアントからのアクセス制御の設定
8.4 リクエストの流量制御の設定
8.5 Web クライアントとの通信制御の設定
8.6 Web クライアントへのレスポンスのカスタマイズ
8.7 リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定
8.8 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定
8.9 インプロセス HTTP サーバのアクセスログのカスタマイズ
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8.1 インプロセス HTTP サーバの設定の概要
この節では，インプロセス HTTP サーバの設定手順について説明します。
J2EE サーバのプロセス内で提供される Web サーバ機能を使用して，HTTP リクエスト
を受信するためには，インプロセス HTTP サーバ機能を使用する構成でシステムを構築
する必要があります。インプロセス HTTP サーバ機能を使用するシステムの構成や構築
手順については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してくださ
い。
設定手順を次に示します。
1. インプロセス HTTP サーバ機能の使用を有効にします。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，webserver.connector.inprocess_http.enabled パラメタで「true」を指定して，
インプロセス HTTP サーバ機能を使用できるようにします。デフォルトでは「false」
が指定されています。
2. Web クライアントからの接続数の制御とリクエスト処理スレッド数の制御を設定しま
す。
サーバを稼働す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リクエ
スト処理スレッド数を調節することで，インプロセス HTTP サーバのパフォーマンス
を向上できます。設定については，「8.2

Web クライアントからの接続数とリクエス

ト処理スレッド数の制御の設定」を参照してください。
設定時の留意点を次に示します。
• 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る場合は，サーバ起動時
に作成するリクエスト処理スレッド数に大きな値を指定してください。
• 予備スレッドの最大数を大きくすると急なアクセス増加にも迅速に対応できます
が，リソースを多く消費するため注意してください。
3. Web クライアントからのアクセス制御の設定をします。
クライアントからの接続や送信されるリクエストに対するセキュリティを強化するこ
とで，外部からの不正アクセスやサーバへの攻撃を防ぐことができます。設定につい
ては，「8.3 Web クライアントからのアクセス制御の設定」を参照してください。
4. 必要に応じて，次の機能についても設定してください。
• リクエストの流量制御の設定
Web クライアントからの同時接続数や Web コンテナでの同時実行スレッド数を制
御することで，J2EE サーバの負荷を抑えることができます。設定については，
「8.4

リクエストの流量制御の設定」を参照してください。

• Web クライアントとの通信制御の設定
Persistent Connection の使用や通信タイムアウトの設定をすることで，Web クラ
イアントとインプロセス HTTP サーバ間での処理時間の短縮，障害の発生の検知な
どができます。設定については，「8.5
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参照してください。
• Web クライアントへのレスポンスのカスタマイズ
HTTP レスポンスの Server ヘッダやエラー発生時のエラーページをカスタマイズ
できます。設定については，「8.6

Web クライアントへのレスポンスのカスタマイ

ズ」を参照してください。
• リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定
HTTP リクエストに含まれる URL パターンによってリクエストを振り分けること
ができます。設定については，「8.7

リダイレクトによるリクエストの振り分けの

設定」を参照してください。
• Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知して，Web アプリケーションのトップ
ページや Form 認証画面に正しくリダイレクトできます。設定については，「8.8
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定」を参照してください。
• インプロセス HTTP サーバのアクセスログの設定
インプロセス HTTP サーバで出力するログやトレースのうち，アクセスログでは出
力形式をカスタマイズできます。設定については，「8.9

インプロセス HTTP サー

バのアクセスログのカスタマイズ」を参照してください。
以降の節では，インプロセス HTTP サーバで提供する機能を使用するための設定方法に
ついて説明します。システムで使用する機能に応じて適宜設定してください。
なお，インプロセス HTTP サーバ機能の概要，Web サーバ（Hitachi Web Server および
IIS）との機能差異については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のインプロセス

HTTP サーバによるリクエストの受け付けに関する説明を参照してください。また，簡
易構築定義ファイルおよび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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8.2 Web クライアントからの接続数とリクエ
スト処理スレッド数の制御の設定
この節では，Web クライアントからのリクエストを処理するスレッドを制御する機能と
して，次の機能の設定について説明します。
• Web クライアントからの接続数の制御の設定
• リクエスト処理スレッド数の制御の設定

8.2.1

Web クライアントからの接続数の制御の設定

ここでは，Web クライアントからの接続数の制御の設定について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，一度に接続できる Web クライアントやプロキシサーバ
の数の最大値を設定することで，インプロセス HTTP サーバで作成するリクエスト処理
スレッド数を制御できます。

（2） 設定方法
Web クライアントからの接続数の制御は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してくだ
さい。
• webserver.connector.inprocess_http.max_connections
Web クライアントやプロキシサーバとの接続数の最大値を指定します。インプロセス
HTTP サーバでは，Web クライアントからの接続数分のリクエスト処理スレッドを作
成するため，ここで指定した値がリクエスト処理スレッド数の上限になります。
• webserver.connector.inprocess_http.backlog
Web クライアントからの接続数の上限を超えた HTTP リクエストは，Listen キュー
に蓄えられます。ここでは，Listen キューの登録数の最大値を指定します。

8.2.2

リクエスト処理スレッド数の制御の設定

ここでは，リクエスト処理スレッド数の制御の設定について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，起動時にリクエスト処理スレッドを作成したあと，リ
クエスト処理スレッドの状態，およびスレッド数を定期的に監視することで，サーバの
負荷に応じてリクエスト処理スレッドの数を調整できます。
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（2） 設定方法
リクエスト処理スレッド数の制御は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.init_threads
J2EE サーバ起動時に作成するリクエスト処理スレッド数を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.min_spare_threads
予備スレッドの最小値を指定します。予備スレッド数が指定した最小値より少ない場
合は，リクエスト処理スレッドが追加されて予備スレッドとしてプールされます。
• webserver.connector.inprocess_http.max_spare_threads
予備スレッドの最大値を指定します。予備スレッド数が指定した最大値より多い場合
は，余分な予備スレッドが削除されます。予備スレッドの最大値を Web クライアント
からの接続数の最大値と同じ値にすることによって，一度作成したリクエスト処理ス
レッドを削除しないで使い続けることができます。
• webserver.connector.inprocess_http.keep_start_threads
J2EE サーバ起動時に作成したリクエスト処理スレッドを維持するかどうかを指定し
ます。
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8.3 Web クライアントからのアクセス制御の
設定
この節では，Web クライアントからのアクセスを制御する機能として，次の機能の設定
について説明します。
• アクセスを許可するホストの制限の設定
• リクエストデータのサイズ制限の設定
• 有効な HTTP メソッドの制限の設定

8.3.1

アクセスを許可するホストの制限の設定

ここでは，アクセスを許可するホストの制限の設定について説明します。

（1） 概要
J2EE サーバへの不正アクセスを防ぐため，アクセスできるホストを制限できます。デ
フォルトでは，全ホストからのアクセスが可能な状態になっています。アクセスを許可
するホストのホスト名や IP アドレスを設定しておくことで，特定のホストからのアクセ
スだけを許可して，不正アクセスを防止できます。

（2） 設定方法
アクセスを許可するホストの制限は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.permitted.hosts
アクセスを許可するホストのホスト名や IP アドレスを指定します。

！

注意事項
アクセスを許可するホストをホスト名で指定した場合の注意事項を次に示します。
• hosts，または DNS などでホスト名を解決できるようにする必要があります。解決できな
い場合はデフォルトの設定（全ホストからのアクセスが可能な状態）で J2EE サーバが起
動されます。
• J2EE サーバの起動時にホスト名を解決するため，J2EE サーバの起動に時間が掛かるこ
とがあります。また，起動後に変更された IP アドレスは反映されないことがあります。

（3） 設定例
アクセスを許可するホストの制限の設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.permitted.hosts</param-name>
<param-value>host1,host2</param-value>
</param>
：

この設定例では，
「host1」と「host2」からのアクセスだけを許可し，ほかのホストから
のアクセスを許可しません。

8.3.2 リクエストデータのサイズ制限の設定
ここでは，リクエストデータのサイズ制限の設定について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，一定のサイズ以下のリクエストデータだけを受け付け
ることによって，不正なリクエストデータの受け付けを拒否し，サーバへの負荷を抑え，
安定した稼働を維持できます。

（2） 設定方法
リクエストデータのサイズ制限は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_line
リクエストラインの上限値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.limit.max_headers
HTTP リクエストに含まれる HTTP ヘッダ数の上限値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_header
HTTP リクエストのリクエストヘッダのサイズの上限値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_body
HTTP リクエストのボディサイズの上限値を指定します。

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

（3） 設定例
リクエストデータのサイズ制限の設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_line</
param-name>
<param-value>1024</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.limit.max_headers</
param-name>
<param-value>100</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_header</
param-name>
<param-value>8192</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.limit.max_request_body</
param-name>
<param-value>16384</param-value>
</param>
：

8.3.3

有効な HTTP メソッドの制限の設定

ここでは，有効な HTTP メソッドの制限について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，HTTP リクエストで有効な HTTP メソッドのメソッド
名を設定しておき，無効な HTTP メソッドを含むリクエストの受け付けを拒否すること
で，サーバ上のリソースへの不正アクセスを防止できます。なお，有効な HTTP メソッ
ドとして設定する値は，RFC2616 に規定されている値を使用する必要があります。ただ
し，メソッド名の文字列にアスタリスク（*）は使用できません。

（2） 設定方法
有効な HTTP メソッドの制限は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE サー
バ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.enabled_methods
有効な HTTP メソッドのメソッド名を指定します。

ポイント
静的コンテンツに対して OPTIONS メソッドを含むリクエストを送信した場合，静的コンテ
ンツに対してデフォルトで有効なメソッド（GET メソッド，POST メソッド，TRACE メ
ソッド，および OPTIONS メソッド）から，インプロセス HTTP サーバで無効なメソッド
を除いたリクエストが返されます。サーブレット /JSP の場合，Web アプリケーションの実
装に依存します。
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（3） 設定例
有効な HTTP メソッドの制限の設定例を次に示します。なお，この設定例はデフォルト
の設定です。

：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.enabled_methods</param-name>
<param-value>GET,HEAD,POST,PUT,DELETE,OPTIONS</param-value>
</param>
：

この設定例では，GET メソッド，HEAD メソッド，POST メソッド，PUT メソッド，
DELETE メソッド，および OPTIONS メソッドに対してアクセスを許可し，TRACE メ
ソッドに対してアクセスを拒否します。
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8.4 リクエストの流量制御の設定
この節では，リクエストの流量を制御する機能として，次の機能の設定について説明し
ます。
• Web クライアントからの同時接続数の制御の設定
• Web コンテナでの同時実行スレッド数の制御の設定

8.4.1

Web クライアントからの同時接続数の制御の設定

ここでは，Web クライアントからの同時接続数の制御について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，Web クライアントからの最大接続数の設定とあわせ
て，接続を拒否するリクエスト数を設定することで，Web クライアントからの同時接続
数を制御できます。Web クライアントからの最大接続数から接続を拒否するリクエスト
数を引いた値が，Web クライアントからの接続を承諾する数となります。
Web クライアントからの接続数の増加や J2EE アプリケーションなどの影響で J2EE
サーバの負荷が高くなった場合に，Web クライアントからのリクエストの受け付けを拒
否して即座にエラーを返すことで，Web クライアントは即座にレスポンスを受信できま
す。これによって，J2EE サーバの負荷を一定に抑え，リクエストに対するレスポンスタ
イムを維持できます。

（2） 設定方法
Web クライアントからの同時接続数の制御は，簡易構築定義ファイルで設定します。論
理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定して
ください。
• webserver.connector.inprocess_http.rejection_threads
接続を拒否するリクエスト数を指定します。

！

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

（3） 設定例
Web クライアントからの同時接続数の制御の設定例について説明します。
次に，リクエスト処理スレッド数の上限が 40，接続を拒否するリクエスト処理スレッド
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数が 1 の場合の設定例を示します。

：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.max_connections</param-name>
<param-value>40</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.rejection_threads</
param-name>
<param-value>1</param-value>
</param>
：

この設定例では，接続後に同時にリクエストを処理できる Web クライアントの数は 39
となります。リクエスト処理中のスレッド数が 39 に達すると，残りの 1 スレッドは
Web クライアントに対してエラーを返し続けます。
Web クライアントからの同時接続数の制御によって，接続を拒否したリクエストに対し
ては，ステータスコード 503（Service Unavailable）のエラーを Web クライアントに返
します。このときクライアントに返すエラーページをカスタマイズすると，レスポンス
メッセージのカスタマイズや，ほかのサーバへのリダイレクトができます。それぞれの
場合の設定例を次に示します。なお，エラーページのカスタマイズについては，
「8.6.2
エラーページのカスタマイズの設定」を参照してください。
● レスポンスメッセージをカスタマイズする場合
Web クライアントからの接続を拒否した場合に，レスポンスボディとして特定のファ
イルを Web クライアントに返すための設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.rejection_threads</
param-name>
<param-value>3</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.list</
param-name>
<param-value>REJECTION_1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
status</param-name>
<param-value>503</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
file</param-name>
<param-value>C:/data/busy.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
file.content_type=text/html; charset</param-name>
<param-value>ISO-8859-1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
request_url</param-name>
<param-value>/*</param-value>
</param>
：

この設定例では，エラーステータスコードに「503」
，対応するエラーページのファイ
ルに「C:/data/busy.html」
，レスポンスの Content-Type ヘッダに「text/html;
charset=ISO-8859-1（Media-Type は text/html で，ISO-8859-1 文字セットを使
用）
」，URL パターンに「/*」を指定しています。このため，エラーステータスコード
「503」が発生した場合には，リクエストの URI に関係なく，「C:/data/busy.html」の
ファイルの内容をレスポンスとして返します。
● ほかのサーバへリダイレクトする場合
接続を拒否したリクエストをほかのサーバへリダイレクトする場合の設定例を次に示
します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.rejection_threads</
param-name>
<param-value>3</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.list</
param-name>
<param-value>REJECTION_1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
status</param-name>
<param-value>503</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
redirect_url</param-name>
<param-value>http://host1/busy.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.REJECTION_1.
request_url</param-name>
<param-value>/*</param-value>
</param>
<param>
：

この設定例では，エラーステータスコードに「503」
，対応するエラーページのファイ
ルに「http://host1/busy.html」
，URL パターンに「/*」を指定しています。このため，
エラーステータスコード「503」が発生した場合には，リクエストの URI に関係な
く，すべてのリクエストが「http://host1/busy.html」の URL にリダイレクトされま
す。

8.4.2 同時実行スレッド数の制御の設定
ここでは，Web コンテナでの同時実行スレッド数の制御の設定について説明します。

（1） 概要
Web コンテナでは，マルチスレッドでサーブレットのリクエストを処理します。このと
き，同時に実行できるスレッド数に上限を設定することで，スラッシングなどによるパ
フォーマンスの低下を防止できます。また，適切なスレッド数を設定することで，アク
セス状況に従ったパフォーマンスのチューニングができます。

（2） 設定方法
同時に実行するスレッド数を制御するには，Web コンテナ単位で制御する方法，Web ア
プリケーション単位で制御する方法，および URL グループ単位で制御する方法の 3 種類
あります。
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（a） Web コンテナ単位での制御
Web コンテナ単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web コンテナ全体で同時に実
行できるスレッドの最大数を設定します。ここで設定したスレッド数は，Web コンテナ
にデプロイされているすべての Web アプリケーションで共用するスレッド数となりま
す。
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の制御は，簡易構築定義ファイルで設定しま
す。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設
定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads
Web コンテナ全体で同時に実行できるスレッドの最大数を指定します。
（b） Web アプリケーション単位での制御
Web アプリケーション単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web コンテナでのス
レッド数制御も同時に設定する必要があります。
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド数の制御は，簡易構築定義ファイルお
よびサーバ管理コマンドで設定します。設定方法は，Web サーバ連携機能を使用する場
合と同じです。Web サーバ連携機能を使用する場合の，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方法については，「4.4

同時実行スレッド数の制御の設定」

を参照してください。
（c） URL グループ単位での制御
URL グループ単位で同時実行スレッド数を制御する場合，Web アプリケーション単位で
の同時実行スレッド数制御，および Web コンテナでのスレッド数制御も同時に設定する
必要があります。
URL グループ単位での同時実行スレッド数の制御は，サーバ管理コマンドで設定しま
す。設定方法は，Web サーバ連携機能を使用する場合と同じです。Web サーバ連携機能
を使用する場合の，URL グループ単位での同時実行スレッド数の設定方法については，
「4.4
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8.5 Web クライアントとの通信制御の設定
この節では，Web クライアントとの通信を制御する機能として，次の機能の設定につい
て説明します。
• Persistent Connection による通信制御の設定
• インプロセス HTTP サーバの通信タイムアウトの設定
• インプロセス HTTP サーバの IP アドレスの設定

8.5.1

Persistent Connection による通信制御の設定

ここでは，Persistent Connection による通信制御の設定について説明します。

（1） 概要
Persistent Connection 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機能です。
Persistent Connection を使用することによって，Web クライアントとインプロセス
HTTP サーバ間でのコネクション接続に掛かる時間を短縮し，処理時間の短縮と通信ト
ラフィックの軽減を図れます。

（2） 設定方法
Persistent Connection による通信制御は，簡易構築定義ファイルで設定します。論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してくだ
さい。
• webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_connections
一つの TCP コネクションで連続してリクエストを処理できる Web クライアント数を
制御するため，Persistent Connection 数の上限値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_requests
同じ Web クライアントから連続してリクエスト要求があった場合の処理を制御するた
め，Persistent Connection のリクエスト処理回数の上限値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout
Persistent Connection のリクエスト待ち時間を制御するため，Persistent Connection
のタイムアウトを指定します。

（3） 設定例
Persistent Connection による通信制御の設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_conne
ctions</param-name>
<param-value>5</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.max_reque
sts</param-name>
<param-value>100</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.persistent_connection.timeout</
param-name>
<param-value>15</param-value>
</param>
：

この設定例では，TCP コネクション数が「5」を超えた場合，またはリクエスト処理回
数が「100」を超えた場合には，リクエスト処理終了後に TCP コネクションを切断しま
す。また，タイムアウト時間「15」秒を過ぎてもリクエスト処理要求がない場合は，
TCP コネクションを切断します。

8.5.2

インプロセス HTTP サーバの通信タイムアウトの設定

ここでは，インプロセス HTTP サーバの通信タイムアウトの設定について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバを使用する場合，Web クライアントとインプロセス HTTP
サーバ間での，リクエスト受信およびレスポンス送信に，通信のタイムアウトを設定で
きます。ネットワークの障害やアプリケーションの障害発生などで応答待ち状態になっ
た場合，通信タイムアウトを設定していると，タイムアウトの発生によって障害の発生
を検知できます。

（2） 設定方法
通信タイムアウトは，リクエストの受信時，またはレスポンスの送信時に設定します。
リクエスト受信時およびレスポンス送信時の通信タイムアウトの設定についてそれぞれ
説明します。
● リクエスト受信時の通信タイムアウトの設定
リクエスト受信時の通信タイムアウトは，クライアント−インプロセス HTTP サーバ
間に設定します。リクエスト受信時の通信タイムアウトの設定場所について，次の図
に示します。
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図 8-1 リクエスト受信時の通信タイムアウトの設定場所（インプロセス HTTP サーバの
場合）

インプロセス HTTP サーバでのリクエスト受信時の通信タイムアウトは，簡易構築定
義ファイルで設定します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ
内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.receive_timeout
クライアントからのリクエスト受信処理の待ち時間を指定します。
● レスポンス送信時の通信タイムアウトの設定
レスポンス送信時の通信タイムアウトは，インプロセス HTTP サーバ−クライアント
間に設定します。レスポンス送信時の通信タイムアウトの設定場所について，次の図
に示します。
図 8-2 レスポンス送信時の通信タイムアウトの設定場所（インプロセス HTTP サーバの
場合）

インプロセス HTTP サーバでのレスポンス送信時の通信タイムアウトは，簡易構築定
義ファイルで設定します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ
内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.send_timeout
クライアントへのレスポンス送信処理の待ち時間を指定します。

（3） 設定例
インプロセス HTTP サーバの通信タイムアウトの設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.receive_timeout</param-name>
<param-value>300</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.send_timeout</param-name>
<param-value>600</param-value>
</param>
：

この設定例では，リクエスト受信のタイムアウトに「300」秒，リクエスト送信のタイム
アウトに「600」秒を設定しています。

8.5.3

インプロセス HTTP サーバの IP アドレスの設定

ここでは，インプロセス HTTP サーバの IP アドレスの設定について説明します。

（1） 概要
Web コンテナでは，インプロセス HTTP サーバで利用する IP アドレスを明示的に指定
できます。これを，バインド先アドレス設定機能といいます。この機能を使用すること
で，複数の物理ネットワークインタフェースを持つホスト，または一つの物理ネット
ワークインタフェースに対して，ホストで実行する場合に，特定の一つの IP アドレスだ
けを使用するように設定できます。

（2） 設定方法
インプロセス HTTP サーバの IP アドレスは，簡易構築定義ファイルで設定します。論
理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定して
ください。
• webserver.connector.inprocess_http.bind_host
インプロセス HTTP サーバで利用するホスト名または IP アドレスを指定します。
ホスト名または IP アドレスを設定した場合は，指定された IP アドレスへの接続要求し
か受け付けません。IP アドレスを設定する代わりに，ワイルドカードアドレスを指定す
ることで，そのホスト上の任意の IP アドレスへの接続を受け付けることができます。デ
フォルトでは，ワイルドカードアドレスを使用する設定になっています。なお，ワイル
ドカードアドレスを使用する場合は，次のことに注意してください。
• 指定されたホスト名が，hosts ファイルまたは DNS などで解決できない場合は，ワイ
ルドカードアドレスを使用してサーバを起動します。
• 指定されたホスト名，または IP アドレスがリモートホストの場合は，ワイルドカード
アドレスを使用してサーバを起動します。
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8.6 Web クライアントへのレスポンスのカス
タマイズ
この節では，Web クライアントへのレスポンスのカスタマイズ機能として，次の機能の
設定について説明します。
• HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズの設定
• エラーページのカスタマイズの設定

8.6.1

HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズの設定

ここでは，HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズの設定について説明します。

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

（2） 設定方法
HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズは，簡易構築定義ファイルで設定します。論理
J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してくだ
さい。
• webserver.connector.inprocess_http.response.header.server
HTTP レスポンスの Server ヘッダに自動設定する文字列を指定します。

（3） 設定例
HTTP レスポンスヘッダのカスタマイズの設定例を次に示します。

：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.response.header.server</
param-name>
<param-value>GyoumuServer/1.0</param-value>
</param>
：

この設定例では，Server ヘッダの値として「GyoumuServer/1.0」を指定しています。

353

8. インプロセス HTTP サーバの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

8.6.2

エラーページのカスタマイズの設定

ここでは，エラーページのカスタマイズの設定について説明します。

（1） 概要
存在しないリソースへのアクセスなどのエラーが発生したときに，エラーステータス
コードが表示されたエラーページの代わりにユーザが作成したエラーページをクライア
ントに表示させることができます。インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカ
スタマイズを利用することで，特定のステータスコードに対応するエラーページのカス
タマイズや，リクエスト URL に対応するエラーページのカスタマイズを Web コンテナ
単位にまとめて制御できます。また，次に示すような Web アプリケーションによるエ
ラーページのカスタマイズが実行できない場合でも，エラーページをカスタマイズでき
ます。
• リクエストに対応するコンテキストがない場合（ステータスコード 404）
• 停止処理中のコンテキストでリクエスト処理を実行しようとした場合（ステータス
コード 503）
• インプロセス HTTP サーバがエラーステータスコードを返す場合
インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータスコードを次の表に示します。
表 8-1 インプロセス HTTP サーバが返すエラーステータスコード
エラー
ステー
タス
コード

説明句

エラーの発生条件

400

Bad Request

• リクエストの HTTP バージョンが 1.1 であり，Host ヘッダがな
い。
• リクエストの Host ヘッダのポート番号が不正である。
• リクエストヘッダのサイズが上限値を超えた。
• リクエストヘッダの数が上限値を超えた。
• リクエスト URI が不正である。
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が 2,147,483,647 より
大きい，または 0 より小さい。
• リクエストの Content-Length ヘッダの値が数値以外である。
• リクエストの Content-Length ヘッダが複数指定されている。
• リクエストラインの HTTP バージョンがサポートされていない。

405

Method Not Allowed

• 許可しない HTTP メソッドによってアクセスされた。

413

Request Entity Too
Large

• リクエストボディのサイズが上限値を超えた。

414

Request-URI Too
Long

• リクエストラインの長さが上限値を超えた。

500

Internal Server
Error

• リダイレクト機能によってステータスコード 200 でファイルを返
す際に，ファイルの読み込みに失敗した。

501

Not Implemented

• リクエストの transfer-encoding ヘッダの値がサポートされてい
ない。
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説明句

Service Unavailable

エラーの発生条件

• 流量制御の上限を超えてリクエスト処理を実行しようとした。

インプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズを実行する場合，
javax.servlet.http.HttpServletResponse インタフェースの sendError メソッドを使用し
てレスポンスのステータスコードを設定する必要があります。なお，setStatus メソッド
を使用した場合（JSP で setStatus メソッドを使用した場合など），インプロセス HTTP
サーバによるカスタマイズが実行されないことがあります。ただし，sendError メソッ
ドを使用しても，Web アプリケーションが次に示すどちらかの条件に該当する場合，イ
ンプロセス HTTP サーバによるエラーページのカスタマイズは実行されません。
• sendError メソッドの実行時に例外が発生した場合
• Web アプリケーションでエラーページのカスタマイズの設定をしていて，エラー発生
時にその設定によるエラーページの実行が正常終了した場合（エラーページで catch
されない例外が発生しないで，ステータスコードが 400 〜 599 以外で終了した場合）

（2） 設定方法
エラーページのカスタマイズは，簡易構築定義ファイルで設定します。論理 J2EE サー
バ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.error_custom.list
エラーページのカスタマイズ定義名を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .status
エラーステータスコードに対応づけるエラーページのカスタマイズをする場合に，エ
ラーページをカスタマイズするエラーステータスコードを指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .file
エラーステータスコードに対応するファイルを送信する場合に，レスポンスボディと
してクライアントに返すファイルを指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .file.content_type
webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .file パラメタに指定したファイルをレスポンスボディとしてクライアントに送信
する際の Content-Type ヘッダの値を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .redirect_url
エラーステータスコードに対応するリダイレクトをする場合に，リダイレクト先の
URL を指定します。
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• webserver.connector.inprocess_http.error_custom. ＜エラーページカスタマイズ定義
名＞ .request_url
リクエスト URL に対応づけるエラーページのカスタマイズをする場合に，エラー
ページのカスタマイズを適用するリクエスト URL を指定します。

！

注意事項
• HTTP レスポンスが HTML ファイルの場合，その HTML からほかのファイル（画像
ファイルなど）を参照していると，エラーページが正しく表示されないことがあります。
• ブラウザの設定によっては，ステータスコードがエラーを示し，レスポンスボディのサイ
ズが小さい場合に，レスポンスボディをブラウザ固定のメッセージに置き換えて表示する
ことがあるので注意してください。特にエラーページをカスタマイズしなかった場合に表
示されるデフォルトのエラーページは，レスポンスボディのサイズが小さいため注意して
ください。
• リダイレクト URL の指定値とリクエスト URL の指定値が一致して，リダイレクト後に
同じエラーステータスが発生すると，クライアントによってはリダイレクトを実行し続け
ることがあるため注意してください。
• ステータスコードに対応するリダイレクトを実施する場合，エラー発生時にリクエスト
URL に付加されていたクエリー文字列はリダイレクト URL に付加されません。また，
URL の書き換えによるセッション管理をしている場合，エラーの発生したページと同じ
Web アプリケーション内へのリダイレクトを実施してもセッションを引き継ぐことはで
きません。

（3） 設定例
エラーページのカスタマイズの設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.list</
param-name>
<param-value>ERR_CUSTOM_1,ERR_CUSTOM_2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_1.statu
s</param-name>
<param-value>404</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_1.file<
/param-name>
<param-value>C:/data/404.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_1.file.
content_type</param-name>
<param-value>text/html; charset=ISO-8859-1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_2.statu
s</param-name>
<param-value>503</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_2.redir
ect_url</param-name>
<param-value>http://host1/503.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.error_custom.ERR_CUSTOM_2.reque
st_url</param-name>
<param-value>/dir1/*</param-value>
</param>
：

この設定例では，エラーページのカスタマイズ定義名として，
「ERR_CUSTOM_1」と
「ERR_CUSTOM_2」を使用しています。「ERR_CUSTOM_1」では，レスポンスのス
テータスコードが「404」の場合には，「C:/data/404.html」をクライアントに返します。
Content-Type ヘッダの値は，
「text/html; charset=ISO-8859-1」を使用します。また，
「ERR_CUSTOM_2」では，リクエストが「/dir1/」から始まる URL で，レスポンスの
ステータスコードが「503」の場合に，「http://host1/503.html」にリダイレクトします。
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8.7 リダイレクトによるリクエストの振り分け
の設定
この節では，リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定について説明します。

（1） 概要
インプロセス HTTP サーバでは，HTTP リクエストに含まれる URL パターンによって
リクエストを振り分けることができます。また，振り分けたリクエストに対するレスポ
ンスをカスタマイズして特定のファイルをクライアントに返すこともできます。リダイ
レクトする URL へのリクエストに対するレスポンスのステータスコードが 300 番台の
場合，レスポンスボディを自動生成してクライアントにレスポンスを返します。また，
指定したファイルをレスポンスボディとして使用することもできます。ファイルを指定
する場合，レスポンスの Content-Type ヘッダもあわせて指定します。
自動生成されるレスポンスボディを次に示します。

<HTML><HEAD>
<TITLE>ステータスコードおよび説明句</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>ステータスコードおよび説明句</H1>
</BODY></HTML>

レスポンスボディが自動生成されるステータスコードおよび説明句を次に示します。
• 300 Multiple Choices
• 301 Moved Permanently
• 302 Found
• 303 See Other
• 305 Use Proxy
• 307 Temporary Redirect
リクエスト処理時にレスポンスボディとして使用するファイルの読み込みに失敗した場
合，ステータスコードに 300 番台が指定されていれば，レスポンスボディを自動生成し
てクライアントに返します。ステータスコードに 200 が指定されていれば，ステータス
500 エラーをクライアントに返します。

（2） 設定方法
リダイレクトによるリクエストの振り分けは，簡易構築定義ファイルで設定します。論
理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタを設定して
ください。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect.list
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リダイレクト定義名を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect. ＜リダイレクト定義名＞ .request_url
リダイレクトするリクエストの URL を「/」（スラッシュ）で始まる絶対パスで指定し
ます。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect. ＜リダイレクト定義名＞ .redirect_url
リクエストのリダイレクト先の URL を指定します。なお，ステータスコードに 200
を指定した場合は，URL を指定できません。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect. ＜リダイレクト定義名＞ .status
リダイレクトを実行する場合のレスポンスのステータスコードを指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect. ＜リダイレクト定義名＞ .file
特定のファイルをレスポンスとしてクライアントに返す場合にレスポンスボディとし
て使用するファイルを指定します。なお，ステータスコードに 200 を指定した場合
は，使用するファイルを指定する必要があります。
• webserver.connector.inprocess_http.redirect. ＜リダイレクト定義名＞
.file.content_type
特定のファイルをレスポンスとしてクライアントに返す場合にレスポンスボディとし
て使用するファイルの Content-Type ヘッダを指定します。

！

注意事項
• HTTP レスポンスが HTML ファイルの場合，その HTML からほかのファイル（画像
ファイルなど）を参照していると，正しくブラウザに表示されないことがあります。
• リダイレクト URL の指定値がリクエスト URL の指定値と一致する場合，クライアント
によってはリダイレクトを実行し続けることがあります。
• URL の書き換えによるセッション管理をしている場合，リクエスト URL と同じ Web ア
プリケーション内へのリダイレクトを実行してもセッションを引き継ぐことはできませ
ん。

（3） 設定例
リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定例について説明します。
● 設定例 1
リダイレクトによるリクエストの振り分けの設定例を次に示します。
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：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.list</param-name>
<param-value>REDIRECT_1,REDIRECT_2</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_1.request_url
</param-name>
<param-value>/index.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_1.redirect_ur
l</param-name>
<param-value>http://host1/new_dir/index.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_1.status</
param-name>
<param-value>302</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_2.request_url
</param-name>
<param-value>/old_dir/*</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_2.redirect_ur
l</param-name>
<param-value>http://host1/new_dir/</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_2.status</
param-name>
<param-value>301</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_2.file</
param-name>
<param-value>C:/data/301.html</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_2.file.conten
t_type</param-name>
<param-value>text/html; charset=ISO-8859-1</param-value>
</param>
：

この設定例では，リダイレクト定義名として，
「REDIRECT_1」と「REDIRECT_2」
を使用しています。
「REDIRECT_1」では，
「/index.html」へのリクエストを「http:/
/host1/new_dir/index.html」にステータスコード「302」でリダイレクトします。
「REDIRECT_2」では，
「/old_dir/」以下へのリクエストを「http://host1/new_dir/」
以下にステータス「301」でリダイレクトします。また，レスポンスボディとして
「C:/data/301.html」を使用し，Content-Type ヘッダとして「text/html;
charset=ISO-8859-1」を使用します。

● 設定例 2
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リクエスト URL としてワイルドカードを使用し，リダイレクト URL に「/」で終わ
る値を指定した場合，レスポンスの Location ヘッダに設定される値は，
「リダイレク
ト URL に指定した値」＋「実際のリクエスト URL のワイルドカード以降のパス」に
なります。
：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.list</param-name>
<param-value>REDIRECT_3</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_3.request_url
</param-name>
<param-value>/dir1/*</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.redirect.REDIRECT_3.redirect_ur
l</param-name>
<param-value>http://host/dir2/</param-value>
</param>
：

この設定例の場合，実際のリクエスト URL が「/dir1/subdir1/index.html」のときに
は，Location ヘッダには「http://host/dir2/subdir1/index.html」が設定されます。な
お，リクエスト URL の指定でワイルドカードを使用した場合でも，リダイレクト
URL が「/」で終わらないときは，Location ヘッダの値は，リダイレクト URL と同
じ値になります。
リダイレクトが行われる際，実際のリクエスト URL にクエリー文字列が付加されて
いた場合，Location ヘッダに設定される値は，リダイレクト URL の指定値にクエ
リー文字列を付加した値となります。また，リダイレクト URL にはクエリー文字列
の付いた値を指定できます。この場合，実際のリクエスト URL にもクエリー文字列
が付いているときは，Location ヘッダに設定される値は，リダイレクト URL の指定
値の後ろにリクエストのクエリー文字列が付加された値となります。
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8.8 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知
するための設定
この節では，Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定について説明しま
す。

（1） 概要
クライアントとインプロセス HTTP サーバとの間に，SSL アクセラレータや負荷分散機
などのゲートウェイを配置している場合，ゲートウェイ指定機能を使用することで，
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知し，Web アプリケーションのトップページや
Form 認証画面に正しくリダイレクトできるようになります。

（2） 設定方法
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定は，簡易構築定義ファイルで設
定します。論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメ
タを設定してください。
• webserver.connector.inprocess_http.gateway.https_scheme
リダイレクト先 URL のスキームを指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.gateway.host
ゲートウェイのホスト名を指定します。
• webserver.connector.inprocess_http.gateway.port
ゲートウェイのポート番号を指定します。

（3） 設定例
ゲートウェイ指定機能の設定例を次に示します。

：
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.gateway.host</param-name>
<param-value>host1</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.gateway.port</param-name>
<param-value>4443</param-value>
</param>
<param>
<param-name>webserver.connector.inprocess_http.gateway.https_scheme</
param-name>
<param-value>true</param-value>
</param>
：

この設定例では，ゲートウェイ指定機能を使用して，スキームを常に HTTPS とみなす
ように設定しています。
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8.9 インプロセス HTTP サーバのアクセスロ
グのカスタマイズ
インプロセス HTTP サーバでは，アプリケーション開発のサポート，運用時の性能解析，
および障害発生時のトラブルシュートのために，アクセスログ，性能解析トレース，ス
レッドトレース，および通信トレースを出力します。これらのファイルは，ファイル面
数やファイルサイズなどを変更できます。また，アクセスログでは，ログの出力形式を
カスタマイズできます。
この節では，インプロセス HTTP サーバのアクセスログの出力形式のカスタマイズにつ
いて説明します。インプロセス HTTP サーバのアクセスログおよびトレースファイルの
ファイル面数やファイルサイズなどの変更については，
「5.10 インプロセス HTTP サー
バのログ取得の設定」を参照してください。

（1） カスタマイズの手順
アクセスログの出力形式のカスタマイズの手順を次に示します。
1. アクセスログのフォーマット名を定義します。
フォーマットを新規作成する場合には，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
webserver.logger.access_log.format_list パラメタで，新規に作成するフォーマット名
を追加します。なお，デフォルトで設定されている文字列「common,combined」は
削除しないでください。
設定例
：
<param>
<param-name>webserver.logger.access_log.format_list</param-name>
<param-value>common,combined,formatA</param-value>
</param>
：

フォーマットを新規作成する場合には，デフォルトで提供されているアクセスログの
フォーマットを参考にしてください。フォーマットについては，
「(2) アクセスログ
のフォーマット」を参照してください。
2. アクセスログの出力形式を定義します。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，webserver.logger.access_log.< フォーマット名 > パラメタで，< フォーマット名
> で指定したフォーマットでのアクセスログの出力形式を定義します。出力形式の定
義では，アクセスログのフォーマットの引数を指定します。
設定例
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：
<param>
<param-name>webserver.logger.access_log.formatA</param-name>
<param-value>%h %u %t "%r" %>s HostHeader="%{host}i"</param-value>
</param>
：

指定できるフォーマットの引数については，「(3)

アクセスログのフォーマットの引

数」を参照してください。
3. アクセスログの出力に使用するフォーマットを指定します。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，webserver.logger.access_log.inprocess_http.usage_format パラメタで，アクセ
スログの出力に使用するフォーマット名を指定します。ここで指定したフォーマット
で，アクセスログが出力されるようになります。
設定例

：
<param>
<param-name>webserver.logger.access_log.inprocess_http.usage_format</
param-name>
<param-value>formatA</param-value>
</param>
：

（2） アクセスログのフォーマット
Cosminexus では，インプロセス HTTP サーバのアクセスログのフォーマットとして，
common（デフォルトフォーマット）と combined（拡張フォーマット）という 2 種類の
フォーマットを提供しています。フォーマットを新規作成する場合には，これらの
フォーマットを参考にしてください。
（a） 出力形式
アクセスログの出力形式について説明します。なお，△は，半角スペースを表します。
また，ここでは，表記の都合上，複数行にわたっていますが，実際には 1 行で出力され
ます。
デフォルトフォーマットの出力形式を次に示します。

Webクライアントのホスト名またはIPアドレス△リモートログ名△認証ユーザ名
△Webクライアントのリクエストに応答した時刻△リクエストライン
△最終ステータスコード△HTTPヘッダを除く送信バイト数

拡張フォーマットの出力形式を次に示します。
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Webクライアントのホスト名またはIPアドレス△リモートログ名△認証ユーザ名
△Webクライアントのリクエストに応答した時刻△リクエストライン
△最終ステータスコード△HTTPヘッダを除く送信バイト数
△ Refererヘッダの内容 △ User-Agentヘッダの内容

下線部分が，デフォルトフォーマットと拡張フォーマットの差異です。拡張フォーマッ
トでは，デフォルトフォーマットの出力内容に加えて，
「Referer ヘッダの内容」と
「User-Agent ヘッダの内容」が出力されます。
（b） 出力例
デフォルトフォーマットでのアクセスログの出力例を次に示します。
10.20.30.40 - user [20/Dec/2004:15:45:01 +0900] "GET /index.html HTTP/1.1" 200
8358
10.20.30.40 - user [20/Dec/2004:15:45:01 +0900] "GET /left.html HTTP/1.1" 200
2358
10.20.30.40 - user [20/Dec/2004:15:45:01 +0900] "GET /rigth.html HTTP/1.1" 200
4358

拡張フォーマットでのアクセスログの出力例を次に示します。
10.20.30.40 - - [18/Jan/2005:13:06:10 +0900] "GET / HTTP/1.0" 200 38 "-"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
10.20.30.40 - - [18/Jan/2005:13:06:25 +0900] "GET /demo/ HTTP/1.0" 500 684 "-"
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"

（3） アクセスログのフォーマットの引数
フォーマットの出力形式を定義するときに指定する，アクセスログのフォーマットの引
数を次の表に示します。
表 8-2 アクセスログのフォーマットの引数の一覧
フォーマッ
トの引数

出力内容

出力例

%%

% 記号

%

%a

Web クライアントの IP アドレス

10.20.30.40

%A

J2EE サーバの IP アドレス

10.20.30.100

%b

HTTP ヘッダを除く送信バイト数
（0 バイトの場合は「-」となる）

2048

%B

HTTP ヘッダを除く送信バイト数
（0 バイトの場合は「0」となる）

1024

%h

Web クライアントのホスト名または IP アドレス
（ホスト名を取得できない場合は IP アドレスとなる）

10.20.30.40

%H

リクエストプロトコル

HTTP/1.1

365

8. インプロセス HTTP サーバの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

フォーマッ
トの引数
%l

出力内容
リモートログ名※ 1
（常に「-」になる）

出力例
-

%m

リクエストメソッド

GET

%p

Web クライアントからのリクエストを受け付けたポート番
号

80

%q

クエリー文字列
（「?」から始まる。クエリー文字列がない場合は空文字と
なる）

%r

リクエストライン

?id=100&page=15

GET /index.html HTTP/
1.1

%>s

最終ステータスコード
（内部リダイレクトされた値は出力しない）

200

%S ※ 2

ユーザのセッション ID
（セッション ID がない場合は「-」となる）

00455AFE4DA4E7B7789
F247B8FE5D605

%t

Web クライアントのリクエストに応答した時刻
（単位：秒，出力形式：dd/MMM/YYYY:HH:mm:ss Z）

[18/Jan/2005:13:06:10
+0900]

%T

Web クライアントのリクエストの処理に掛かった時間
（単位：秒，出力形式：dd/MMM/YYYY:HH:mm:ss Z）

2

%d

Web クライアントのリクエストに応答した時刻
（単位：ミリ秒，出力形式：dd/MMM/
YYYY:HH:mm:ss.nnn Z（nnn はミリ秒）
）

[18/Jan/
2005:13:06:10.152 +0900]

%D

Web クライアントのリクエストの処理に掛かった時間
（単位：ミリ秒，出力形式：dd/MMM/
YYYY:HH:mm:ss.nnn Z（nnn はミリ秒）
）

2000

%u

Basic 認証ユーザ名，Form 認証ユーザ名
（認証ユーザ名がない場合は「-」となる）

user

%U

リクエストファイルパス

/index.html

%v

J2EE サーバのローカルホスト名

server

%{foo}i ※ 3

リクエストヘッダ foo の内容
（foo ヘッダが存在しない場合は「-」となる）

%{Host}i の場合
www.example.com:8888

%{foo}c

Web クライアントが送信した Cookie 情報で Cookie の名
前が foo の内容
（Cookie の名前に foo がない場合は「-」となる）

%{JSESSIONID}c の場合
00455AFE4DA4E7B7789
F247B8FE5D605

%{foo}o ※ 3

レスポンスヘッダ foo の内容
（foo ヘッダが存在しない場合は「-」となる）

%{Server}o の場合
CosminexusComponentC
ontainer

注※ 1
リモートログ名は，RFC 1413 で規定されている Identification プロトコルで取得できる Web
クライアント側のユーザ名です。
注※ 2
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%S で表示されるセッション ID は，Cookie 名「JSESSIONID」の値です。セッションフェイ
ルオーバでのグローバルセッション ID とは異なります。グローバルセッション ID を出力させ
たい場合には，%{GSESSIONID}c を指定してください。GIDCookieName を変更した場合は，
変更した GIDCookieName の値を指定してください。
注※ 3
一度の HTTP リクエストまたは HTTP レスポンスで同じヘッダ名を複数回送信する場合があり
ます。この場合，最初に読み込んだヘッダの内容を出力します。

！

注意事項
フォーマットの引数の指定に誤りがある場合には，デフォルトフォーマットが使用されま
す。デフォルトフォーマットが使用される例を次に示します。
• フォーマットの引数の一覧にない文字列（例：%G など）を指定した場合
• リクエストヘッダの内容，レスポンスヘッダの内容，Cookie 名で 0 文字（%{}i など）を
指定した場合

参考
デフォルトフォーマットと拡張フォーマットをフォーマットの引数で記述すると，次のよう
な形式になります。
• デフォルトフォーマット
%h %l %u %t "%r" %>s %b
• 拡張フォーマット
%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"

367

9

リソースと J2EE アプリケー
ションの設定（J2EE アプリ
ケーションを実行するシス
テム）
この章では，リソースと J2EE アプリケーションの設定につい
て説明します。

9.1 リソースと J2EE アプリケーションの設定の概要
9.2 リソースと J2EE アプリケーションの設定の前に
9.3 リソースアダプタの設定
9.4 JavaBeans リソースの設定
9.5 J2EE アプリケーションの設定
9.6 リソースと J2EE アプリケーションで設定できる主な項目
9.7 Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定
9.8 リソースまたは J2EE アプリケーションの別名の設定
9.9 メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプ
リケーションの設定
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9.1 リソースと J2EE アプリケーションの設定
の概要
リソースと J2EE アプリケーションを設定する際に，サーバ管理コマンドまたは Server
Plug-in を使用します。
サーバ管理コマンドは，J2EE サーバ上で動作するリソースと J2EE アプリケーション
のプロパティを定義し，リソースと J2EE アプリケーションの起動／停止を実行するた
めのコマンド群です。Server Plug-in は，J2EE サーバ上で動作するリソースと J2EE ア
プリケーションのプロパティを定義し，論理サーバ，リソース，および J2EE アプリ
ケーションの起動／停止を実行するための GUI を提供する Eclipse のプラグインです。
この節では，リソースと J2EE アプリケーションの設定の概要について説明します。

9.1.1

リソースの設定の概要

J2EE サーバはリソースとして，データベース，OpenTP1，SMTP サーバ，JavaBeans
リソースなどを利用できます。これらのリソースを利用するために，リソースアダプタ
やメールコンフィグレーションを使用します。

（1） リソースアダプタ
リソースとして，データベースや OpenTP1 を利用する場合，リソースアダプタを使用
して接続します。リソースと接続するリソースアダプタの種類を次の表に示します。
表 9-1 リソースと接続するリソースアダプタの種類
リソースの種類
データベース

OpenTP1

そのほか

HiRDB

接続するリソースアダプタの種類

Oracle

• DB Connector
• DB Connector for Cosminexus RM，および Cosminexus
RM で提供するリソースアダプタ

XDM/RD E2

• DB Connector

SQL Server ※

• DB Connector

SPP

• uCosminexus TP1 Connector

TP1/Message
Queue

• TP1/Message Queue - Access
• Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に準拠するリ
ソースアダプタ

注
データベースと接続する場合，接続先のデータベースの種類によって，データベースの接続方
法，使用できる JDBC ドライバなどが異なります。
リソースへの接続については，マニュアル「Cosminexus
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に関する説明を参照してください。
注※
SQL Server と接続できるのは Windows の場合だけです。

これらのリソースを利用するには，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用し
て，リソースアダプタのプロパティの設定やインポートなどの作業が必要です。
リソースアダプタの設定については，
「9.3

リソースアダプタの設定」を参照してくだ

さい。

（2） メールコンフィグレーション
リソースとして SMTP サーバを利用する場合，メールコンフィグレーションを使用して
接続します。
メールコンフィグレーションを使用するには，サーバ管理コマンドを使用して，メール
コンフィグレーションのプロパティを設定する作業などが必要です。なお，この作業は
Server Plug-in ではできません。
メールコンフィグレーションの設定については，マニュアル「Cosminexus アプリケー
ション設定操作ガイド」を参照してください。

（3） JavaBeans リソース
リソースとして JavaBeans リソースを利用する場合，サーバ管理コマンドを使用して，
JavaBeans リソースのプロパティの設定やインポートなどの作業が必要です。なお，こ
の作業は Server Plug-in ではできません。
JavaBeans リソースの設定については，「9.4

JavaBeans リソースの設定」を参照して

ください。

9.1.2

J2EE アプリケーションの設定の概要

J2EE アプリケーションの設定では，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用
して，作成済みの J2EE アプリケーションをインポートしてプロパティを定義します。
J2EE アプリケーションは，MyEclipse，サーバ管理コマンドなどを使用して作成しま
す。サーバ管理コマンドを使用すると，WAR ファイルと EJB-JAR ファイルから J2EE
アプリケーションを作成したり，J2EE アプリケーションのプロパティを定義したりでき
ます。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」を参
照してください。また，Web アプリケーションへのサーブレットフィルタの追加につい
ては，「9.7

Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定」を参照し

てください。
なお，次の作業は，Server Plug-in では操作できません。
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• J2EE アプリケーションの作成
• テストモードでの J2EE アプリケーションの設定

9.1.3

セキュリティアイデンティティの設定の概要

J2EE サーバによるユーザ認証が成功したときに Web コンテナや EJB コンテナに伝達さ
れる認証情報のことを，セキュリティアイデンティティといいます。セキュリティアイ
デンティティを使用してセキュリティを管理する場合は，サーバ管理コマンドを使用し
て，ユーザおよびロールの情報を登録します。Server Plug-in では登録できません。な
お，登録したユーザおよびロールを利用して，次の個所でセキュリティアイデンティ
ティの詳細を定義してください。
• J2EE アプリケーションを構成する Enterprise Bean，サーブレット，JSP の設定で，
セキュリティアイデンティティの詳細を定義します。
• J2EE アプリケーションを構成する Enterprise Bean，サーブレット，JSP のカスタ
マイズで，セキュリティアイデンティティを解決します。
セキュリティアイデンティティの設定については，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーション設定操作ガイド」を参照してください。
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9.2 リソースと J2EE アプリケーションの設定
の前に
リソースや J2EE アプリケーションの設定をする前に，リソースや J2EE アプリケー
ションの設定に関する注意事項を理解しておいてください。また，サーバ管理コマンド
を使用する場合には，必要に応じて，サーバ管理コマンドの動作設定をカスタマイズし
てください。この節では，リソースや J2EE アプリケーションの設定時の注意事項や，
サーバ管理コマンドを使用するための動作設定について説明します。

9.2.1 リソースと J2EE アプリケーションの設定の注意事項
リソースと J2EE アプリケーションの設定をする場合に知っておく必要がある，Server
Plug-in を使用する前に必要な設定，サーバ管理コマンド実行時の動作方法，リソースと
J2EE アプリケーションの設定の制約事項などを次に示します。注意事項の詳細について
は，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してくださ
い。
● サーバ管理コマンドと Server Plug-in では，使用できる機能に差異があります。例え
ば，セキュリティアイデンティティの設定はサーバ管理コマンドでしか使用できませ
ん。それぞれのインタフェースで使用できる機能については，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。
● Server Plug-in を使用する場合には，Eclipse への組み込みや環境設定などが必要で
す。Server Plug-in を使用するための設定については，「2.5

Server Plug-in の設定」

を参照してください。
● Server Plug-in を起動する前に，運用管理エージェントと Management Server を起
動しておく必要があります。運用管理エージェントの起動，Management Server の
起動については，
「3.2 システムの起動と停止の設定」を参照してください。
● サーバ管理コマンドは，J2EE サーバが起動している状態で実行できるコマンドです。
J2EE サーバおよびその前提プロセスを起動してからサーバ管理コマンドを実行して
ください。
● サーバ管理コマンドでは，J2EE アプリケーションやリソースのプロパティを設定す
るときに，属性情報が出力されたファイル（属性ファイル）を取得して，テキストエ
ディタなどで編集します。このとき，Connector 属性ファイルなど固有の属性ファイ
ルを取得するほかに，すべての属性情報を含んだアプリケーション統合属性ファイル
を取得して，属性情報を一括して編集することができます。
● サーバ管理コマンドには，参照系コマンド，更新系コマンドおよび特権系コマンドが
あります。これらは，組み合わせによって，同時に実行できるものと，排他処理され
るものがあります。実行時には注意してください。参照系コマンドと更新系コマンド
の分類については，マニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」を参照
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してください。
● アクセス権やネットワークの設定をしておくことで，サーバ管理コマンド，J2EE
サーバおよび CORBA ネーミングサービスは，それぞれ別のホストで実行できます。
別のホストで実行する場合には，次のことに注意してください。
• J2EE サーバ間で CORBA ネーミングサービスを共有している場合に，ほかのホス
ト上で実行されている J2EE サーバの状態が表示されることがあります。誤操作に
注意してください。
• 各ホストにインストールされている Cosminexus のバージョンが異なると正常に実
行できないことがあるので，同じバージョンの環境で使用してください。

9.2.2

サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズ

ユーザ定義ファイルを編集することで，サーバ管理コマンドの動作設定をカスタマイズ
できます。必要に応じて，サーバ管理コマンドの動作設定をカスタマイズしてください。
なお，UNIX の場合，カスタマイズには root 権限，または Component Container 管理
者の権限が必要です。
次のディレクトリにあるコマンドがサーバ管理コマンドのコマンドになります。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥bin
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/bin
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。

（1） カスタマイズ対象のユーザ定義ファイル
サーバ管理コマンドの動作設定をカスタマイズするには，次のユーザ定義ファイルをテ
キストエディタなどで編集します。なお，これらのユーザ定義ファイルの詳細について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
● usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
サーバ管理コマンドのユーザプロパティを指定するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥admin¥usrconf¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/usrconf/usrconf.properties
● usrconf.bat（オプション定義ファイル）
Windows の場合にサーバ管理コマンドの JavaVM の起動オプションを指定するファ
イルです。
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ファイルの格納場所を次に示します。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥usrconf¥usrconf.bat
● usrconf（オプション定義ファイル）
UNIX の場合にサーバ管理コマンドの JavaVM の起動オプションを指定するファイル
です。
ファイルの格納場所を次に示します。
/opt/Cosminexus/CC/admin/usrconf/usrconf

（2） サーバ管理コマンドのカスタマイズで設定できる主な項目
サーバ管理コマンドのカスタマイズでユーザ定義ファイルを編集して設定できる項目の
うち，主な項目とその項目を設定するユーザ定義ファイルおよびキーを次の表に示しま
す。キーの詳細，およびここで説明していないキーについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
表 9-2 サーバ管理コマンドのカスタマイズで設定できる主な項目
分類
JavaVM

ネーミン
グサービ
ス

項目

設定ファイル

設定方法

usrconf.bat
（Windows の場合）
，
または usrconf
（UNIX の場合）

add.jvm.arg キーに，JavaVM のヒープサイ
ズを指定します。

−

usrconf.properties

次のキーを指定します。
• ejbserver.naming.host キーに，サーバ管
理コマンドが使用する CORBA ネーミン
グサービスが動作するホストを指定しま
す。
• ejbserver.naming.port キーに，サーバ管
理コマンドが使用する CORBA ネーミン
グサービスのポート番号を指定します。
• ejbserver.naming.protocol キーに，サー
バ管理コマンドが使用する CORBA ネー
ミングサービスへのアクセスプロトコル
を指定します。

EJB ホームオブ
ジェクトリファレ
ンスの別名付与
（ユーザ指定名前
空間機能）

usrconf.properties

ejbserver.cui.optionalname.enabled キー
に，EJB ホームオブジェクトの別名を指定
するかどうかを指定します。
また，EJB ホームオブジェクトに別名を付
与するためには，このキーの指定に加えて，
サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in
を使用して J2EE アプリケーションのプロ
パティを定義するときに，EJB ホームオブ
ジェクトの別名を指定する必要があります。
JNDI 名前空間に登録される名称の参照と変
更については，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。

JavaVM のヒー
プサイズ
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分類

項目

設定ファイル

J2EE リソースの
別名付与（ユーザ
指定名前空間機
能）

usrconf.properties

ejbserver.cui.optionalname.enabled キーに
J2EE リソースの別名を指定するかどうかを
指定します。
J2EE リソースに別名を付与するためには，
さらに，J2EE アプリケーションのプロパ
ティを定義するときに，サーバ管理コマン
ドまたは Server Plug-in を使用して J2EE
リソースの別名を指定する必要があります。
JNDI 名前空間に登録される名称の参照と変
更については，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。

−

usrconf.properties

vbroker.agent.port キーに，サーバ管理コマ
ンドが使用するスマートエージェントの
ポート番号を指定します。

usrconf.properties

vbroker.orb.htc.tracePath キーに，
Cosminexus TPBroker のトレースファイル
出力先のパスを指定します。

usrconf.bat
（Windows の場合）
，
または usrconf
（UNIX の場合）
usrconf.properties

サーバ管理コマンドのログは，ログの出力
先，ログレベルを変更できます。
詳細については，
「(3) サーバ管理コマンド
のログ取得の設定」を参照してください。

スマート
エージェ
ント

Cosminexus
TPBroker のト
レースファイル

ログ

設定方法

サーバ管理コマン
ドのログ

（凡例） −：該当しない。

（3） サーバ管理コマンドのログ取得の設定
サーバ管理コマンドのログは，ログの出力先，ログレベルを変更できます。変更できる
項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次に示します。
項目

対応するユーザ定義ファイルとキー

ログの出力先

usrconf.bat（Windows の場合）
，または usrconf（UNIX の場合）の
USRCONF_JVM_ARGS キーの -Dejbserver.log.directory オプション

ログレベル

usrconf.properties の ejbserver.logger.enabled.* キー

ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
（a） ログの出力先の変更
サーバ管理コマンドのログの出力先を変更する場合は，サーバ管理コマンド用の
usrconf.bat（Windows の場合）
，または usrconf（UNIX の場合）でログの出力先ディレ
クトリを指定します。
ログの出力先の変更
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デフォルトのログ出力先を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥logs
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/logs/
サーバ管理コマンドのログの出力先は，usrconf.bat（Windows の場合）
，または
usrconf（UNIX の場合）の USRCONF_JVM_ARGS キーの
-Dejbserver.log.directory オプションで変更できます。
設定例
• Windows の場合
set USRCONF_JVM_ARGS="-Dejbserver.log.directory=C:¥CClogs¥admin"
• UNIX の場合
set USRCONF_JVM_ARGS="-Dejbserver.log.directory=/CClogs/admin"
カレントディレクトリ
ログ出力先を相対パスで指定する場合のカレントディレクトリは，サーバ管理
コマンドを実行したときのカレントディレクトリです。
例えば，ユーザ ID が「Cosminexus」でユーザのホームディレクトリが
「C:¥Documents and Settings¥Cosminexus」の場合に，このユーザ ID でログ
インすると，ログイン直後のカレントディレクトリは「C:¥Documents and
Settings¥Cosminexus」になります。ここで，サーバ管理コマンドを実行する
と，カレントディレクトリは「C:¥Documents and Settings¥Cosminexus」に
なります。
注意事項
• ログの出力先を変更した場合は，J2EE サーバを起動する前に，変更後のログの出
力先ディレクトリを作成しておいてください。
変更後のログの出力先ディレクトリがない場合は，サーバ管理コマンドの実行時
に KDJE37209-E，KDJE37210-E，KDJE37211-E のメッセージが出力されて異
常終了します。
• 同一ホスト内で複数の J2EE サーバを起動させている場合は，ログ出力先が同じ
ディレクトリにならないように，ディレクトリにサーバ名称を含めるなど，サー
バごとにユニークなディレクトリ名になるようにしてください。なお，キーの値
に同じディレクトリを指定した場合は，動作の保証はしません。
• ログの出力先を変更して作業ディレクトリ以外にログを出力する場合，ログファ
イルはサーバのアンセットアップ時に削除されません。ログファイルを削除した
い場合には，手動で削除してください。
• ユーザ定義ファイルでログの出力先を設定していても，次の設定が優先されます
ので，注意してください。
usrconf.cfg に，add.jvm.arg=-XX:HitachiJavaLog:<JavaVM の保守情報および
ガーベージコレクションのログ出力先 > キーを指定している場合は，JavaVM の
保守情報およびガーベージコレクションのログ出力先に設定したディレクトリに，
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JavaVM の保守情報およびガーベージコレクションのログファイルが出力されま
す。
• Management Server リモート管理機能から操作した場合，サーバ管理コマンドの
ログ出力先は変更できません。
（b） ログレベルの変更
サーバ管理コマンドのログレベルは，ログの重要度を表します。ログレベルには，
「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」の四つがあります。ログレベルを設定
すると，設定したレベルのログが出力されます。デフォルトでは，Error レベルのログだ
けが取得されます。通常はデフォルトのまま利用してください。
ログレベルは，サーバ管理コマンド用の usrconf.properties の次のキーで設定します。
ejbserver.logger.enabled.*=< レベル名 >
レベル名には，「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」の文字列を一つ，また
は複数設定します。複数設定する場合には，レベル名の文字列の間をコンマ（,）で区切
ります。
記述例
1. ejbserver.logger.enabled.*=Error
2. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning
3. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information
4. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information,Debug
注意事項
• 記述例の 1.，2.，3.，4. の順に，取得できるログの件数が増加していきます。複数
のログレベルを設定してログを取得すると，性能が劣化し，ログファイルの面の
切り替えが頻繁に起こるようになります。
• レベル名に「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」以外の文字列，ま
たは空の値を設定した場合は，KDJE90009-W のメッセージが出力されます。
Error レベルのログは取得されます。
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9.3 リソースアダプタの設定
この節では，リソースアダプタの設定について説明します。リソースアダプタの設定に
は，次の二つの方法があります。
• J2EE リソースアダプタとしてデプロイして設定する方法
リソースアダプタを，直接 J2EE サーバにデプロイして設定する方法です。
• J2EE アプリケーションに含めて設定する方法
J2EE アプリケーションに含めて使用するリソースアダプタに対して設定する方法で
す。
次に，それぞれの方法について説明します。

参考
リソースアダプタが DB Connector の場合，Cosminexus が提供する Connector 属性ファイ
ルのテンプレートファイルが使用できます。Connector 属性ファイルのテンプレートファイ
ルを使用すると，DB Connector をインポートする前に，Connector 属性ファイルを編集し
ておくことができます。このため，編集対象の Connector 属性ファイルをサーバ管理コマン
ド（cjgetrarprop コマンドまたは cjgetresprop コマンド）で取得する操作が不要になりま
す。Connector 属性ファイルのテンプレートは，次の場所に格納されています。テンプレー
トファイルはコピーして使用してください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥templates¥
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/templates/
なお，Connector 属性ファイルのテンプレートファイル，およびテンプレートファイル使用
時の注意事項については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照して

ください。

！

注意事項
Cosminexus 07-00 よりも前のバージョンで使用していたリソースアダプタを Cosminexus
07-10 以降で使用する場合には，リソースアダプタの移行作業が必要です。リソースの移行
方法については，「付録 A.8

リソースアダプタの移行コマンドの実行」を参照してくださ

い。

9.3.1 リソースアダプタの設定の流れ（J2EE リソースアダ
プタとしてデプロイして使用する場合）
リソースアダプタの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。
ここでは，リソースアダプタを J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用する場
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合の，次の流れについて説明します。
• データベースやほかのリソースに接続する場合のリソースアダプタの新規設定の流れ
• コネクションプールのクラスタ化機能を使用する場合のリソースアダプタの設定の流
れ
• リソースアダプタの設定を変更する場合の流れ
• リソースアダプタを入れ替える場合の流れ

（1） リソースアダプタの新規設定の流れ
データベースやほかのリソースに接続する場合のリソースアダプタの新規設定の流れを
次の図に示します。
図 9-1 リソースアダプタの新規設定の流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. サーバ管理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。
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。
DB Connector を使用してデータベースに接続する場合と，ほかのリソースアダプタ
を使用して OpenTP1 などの各種リソースに接続する場合では，インポートする RAR
ファイルが異なります。インポートするリソースアダプタについては，「9.3.3 リ
ソースアダプタの種類」を参照してください。
2. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタをデプロイします。
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。
リソースアダプタは，デプロイすると J2EE リソースアダプタとして使用できます。
J2EE リソースアダプタとは，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。サーバ管理コマンドでインポートしたリソー
スアダプタをデプロイすると，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できるようになります。
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3. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
リソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容については，
「9.6.1 リソース
アダプタのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
4. サーバ管理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。
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。リソー
スごとの接続テストでの検証内容については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
のリソースへの接続テストに関する説明を参照してください。

！

注意事項
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用してデータベースに接続する
場合の接続テストには次のような順序があります。
1. DB Connector for Cosminexus RM を開始します。
2. Cosminexus RM の接続テストを実施します。
3. Cosminexus RM を開始します。
4. DB Connector for Cosminexus RM の接続テストを実施します。
DB Connector for Cosminexus RM の場合の，J2EE リソースアダプタの接続テストについ
ては，マニュアル「Cosminexus Reliable Messaging」を参照してください。

サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス
リファレンス

！

コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus

定義編」を参照してください。

注意事項
リソースアダプタを使用する場合，J2EE アプリケーションからリソースアダプタへのリ
ファレンスを解決しておく必要があります。リソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションのプロパティを定義するときに，J2EE アプリケーションからリソースアダプタ
へのリファレンスを解決しておいてください。
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参考
次のような場合，リソースアダプタをエクスポート・インポートすることで，効率良くリ
ソースアダプタを設定できます。
• 開発環境で設定したリソースアダプタをエクスポートして，運用環境にインポートして使
用する場合
• 運用環境ですでに動いているリソースアダプタをエクスポートして，増設した J2EE サー
バにインポートして使用する場合
エクスポートとインポートは cjexportrar と cjimportres で実行します。
なお，Application Server のバージョンやプラットフォームが異なるホスト間では，リソー
スアダプタをエクスポート・インポートして使用することはできません。リソースアダプタ
をエクスポートするホストと，Application Server のバージョンやプラットフォームが異な
るホストでリソースアダプタを設定する場合は，リソースアダプタを新規に設定してくださ
い。

（2） リソースアダプタの設定の流れ（コネクションプールのクラスタ化
の場合）
コネクションプールをクラスタ化している場合の，データベースに接続するときのリ
ソースアダプタの設定の流れを次の図に示します。
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図 9-2 コネクションプールのクラスタ化でのリソースアダプタの設定の流れ

図中の 1. 〜 10. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタをインポートします。
cjimportres コマンドを使用して，メンバリソースアダプタをインポートします。
インポートするリソースアダプタについては，
「9.3.3 リソースアダプタの種類」を
参照してください。
2. サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタをデプロイします。
cjdeployrar コマンドを使用して，メンバリソースアダプタをデプロイします。
3. サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
メンバリソースアダプタとルートリソースアダプタのプロパティ定義では設定できる
項目が異なります。メンバリソースアダプタおよびルートリソースアダプタで設定で
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きるプロパティ定義の項目については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のコ
ネクションプールのクラスタ化に関する説明を参照してください。
リソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容については，「9.6.1

リソース

アダプタのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
4. サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタの接続テストを実施します。
cjtestres コマンドを使用して，メンバリソースアダプタの接続テストを実施します。
メンバリソースアダプタの接続テストでの検証内容については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のリソースへの接続テストに関する説明を参照してくださ

い。
また，1. 〜 4. までの流れを，メンバリソースアダプタの数だけ繰り返します。
5. サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタを開始します。
ルートリソースアダプタの接続テストを実施する場合には，あらかじめメンバリソー
スアダプタを開始しておいてください。cjstartrar コマンドを使用して，メンバリ
ソースアダプタを開始します。
6. サーバ管理コマンドを使用してルートリソースアダプタをインポートします。
cjimportres コマンドを使用して，ルートリソースアダプタをインポートします。
インポートするリソースアダプタについては，「9.3.3

リソースアダプタの種類」を

参照してください。
7. サーバ管理コマンドを使用してルートリソースアダプタをデプロイします。
cjdeployrar コマンドを使用してルートリソースアダプタをデプロイします。
8. サーバ管理コマンドを使用してルートリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
9. サーバ管理コマンドを使用してルートリソースアダプタの接続テストを実施します。
cjtestres コマンドを使用して，ルートリソースアダプタの接続テストを実施します。
ルートリソースアダプタの接続テストでの検証内容については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のリソースへの接続テストに関する説明を参照してくださ

い。
10.サーバ管理コマンドを使用してメンバリソースアダプタを停止します。
ルートリソースアダプタの接続テストを実施した場合には，メンバリソースアダプタ
を停止してください。cjstoprar コマンドを使用して，メンバリソースアダプタを停止
します。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス
リファレンス
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注意事項
コネクションプールをクラスタ化する場合，J2EE アプリケーションからルートリソースア
ダプタへのリファレンスを解決しておく必要があります。ルートリソースアダプタを使用し
ている J2EE アプリケーションのプロパティを定義するときに，J2EE アプリケーションか
らルートリソースアダプタへのリファレンスを解決しておいてください。

（3） リソースアダプタの設定変更の流れ
デプロイ済みのリソースアダプタの設定を変更する場合の流れについて説明します。設
定変更の流れを次の図に示します。
図 9-3 リソースアダプタの設定変更の流れ

図中の 1. 〜 2. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタを停止します。
cjstoprar コマンドを使用してリソースアダプタを停止します。なお，リソースアダプ
タを停止する前に，そのリソースアダプタを使用している J2EE アプリケーションを
すべて停止してください。
2. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタのプロパティを定義します。
リソースアダプタはデプロイ済みであるため，cjgetrarprop コマンドを使用して属性
ファイルを取得し，ファイル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させ
ます。

（4） リソースアダプタの入れ替えの流れ
リソースアダプタを入れ替える場合の流れについて説明します。なお，ここでは，入れ
替える新しいリソースアダプタのプロパティの定義など（新規設定の場合の流れと同じ
です）が終わっていることを前提に，入れ替えの流れについて説明します。リソースア
ダプタの入れ替えの流れを次の図に示します。
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図 9-4 リソースアダプタの入れ替えの流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタを停止します。
cjstoprar コマンドを使用して入れ替えるリソースアダプタを停止します。なお，リ
ソースアダプタを停止する前に，そのリソースアダプタを使用している J2EE アプリ
ケーションをすべて停止してください。
2. J2EE サーバを再起動します。
cjstopsv コマンドを使用して J2EE サーバを停止し，cjstartsv コマンドを使用して
J2EE サーバを起動します。
3. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタを削除します。
cjdeleteres コマンドを使用して，入れ替えるリソースアダプタを削除します。
4. サーバ管理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。
cjimportres コマンドを使用して，新しいリソースアダプタをインポートします。

9.3.2

リソースアダプタの設定の流れ（J2EE アプリケー
ションに含めて使用する場合）

リソースアダプタの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。ここでは，リソース
アダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する場合のリソースアダプタの設定の
流れについて説明します。
なお，リソースアダプタをアプリケーションに含めて使用する場合のリソースアダプタ
の設定方法には，次の二つの方法があります。
• リソースアダプタを含めた J2EE アプリケーションを J2EE サーバにインポートする
方法
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• J2EE サーバにインポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追加
する方法
ここでは，それぞれの方法について説明します。
なお，J2EE アプリケーションに含められるリソースアダプタには，制限があります。
J2EE アプリケーションに含められるリソースアダプタについては，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」のリソースアダプタの使用方法に関する説明を参照してくだ
さい。

（1） リソースアダプタを含めた J2EE アプリケーションを J2EE サーバ
にインポートする方法
リソースアダプタの RAR ファイルを含めて J2EE アプリケーションを作成して，その
EAR ファイルを J2EE サーバにインポートする方法です。この方法の概要を次の図に示
します。
図 9-5 リソースアダプタを含めた J2EE アプリケーションを J2EE サーバにインポート
する方法の概要

リソースアダプタを含めた J2EE アプリケーションを J2EE サーバにインポートする流
れを次の図に示します。
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図 9-6 リソースアダプタを含めた J2EE アプリケーションを J2EE サーバにインポート
する流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタの RAR ファイルを J2EE アプリ
ケーションの EAR ファイルに追加します。
cjaddapp コマンドを使用して，リソースアダプタの RAR ファイルを J2EE アプリ
ケーションの EAR ファイルに追加します。
EAR ファイルに含められるリソースアダプタには，制限があります。EAR ファイル
に含められるリソースアダプタについては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
のリソースアダプタの使用方法に関する説明を参照してください。
2. サーバ管理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。
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。
3. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetappprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させます。
リソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容については，「9.6.1

リソース

アダプタのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
4. サーバ管理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。
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。リソー
スごとの接続テストでの検証内容については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
のリソースへの接続テストに関する説明を参照してください。
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（2） インポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追
加する方法
リソースアダプタ（RAR ファイル）を J2EE サーバにインポートしてから，同じ J2EE
サーバにインポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追加する方法
です。この方法の概要を次の図に示します。
図 9-7 インポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追加する方法の
概要

インポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追加する流れを次の図
に示します。
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図 9-8 インポート済みの J2EE アプリケーションにリソースアダプタを追加する流れ

図中の 1. 〜 5. について説明します。
1. サーバ管理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。
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. サーバ管理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。
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。
3. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタを J2EE アプリケーションに追加し
ます。
cjaddapp コマンドを使用して，リソースアダプタを J2EE アプリケーションに追加
します。
4. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetappprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させます。
リソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容については，「9.6.1

リソース

アダプタのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
5. サーバ管理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。
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。リソー
スごとの接続テストでの検証内容については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
のリソースへの接続テストに関する説明を参照してください。
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9.3.3 リソースアダプタの種類
プロパティを定義するリソースアダプタは，接続するリソースや使用するトランザク
ションの種類などによって異なります。ここでは，次の場合に使用するリソースアダプ
タについて説明します。
• DB Connector を使用する場合
• DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用する場合
• ほかのリソースアダプタを使用する場合

（1） DB Connector を使用する場合
DB Connector は，接続するデータベースの種類や使用するトランザクションの種類に
よって，ファイルが異なります。DB Connector の種類を次の表に示します。
表 9-3 DB Connector の種類
RAR ファイル名

説明

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.ra
r

HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB，XDM/RD
E2 に接続する場合に選択します。

DBConnector_HiRDB_Type4_XA.r
ar

HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して，グローバルトランザ
クションで，HiRDB に接続する場合に選択します。

DBConnector_DABJ_CP.rar

Cosminexus DABroker Library を使用して，ローカルトランザ
クションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB，
Oracle，XDM/RD E2 に接続する場合に選択します。

DBConnector_DABJ_XA.rar

Cosminexus DABroker Library を使用して，グローバルトラン
ザクションで，HiRDB，Oracle に接続する場合に選択します。

DBConnector_Oracle_CP.rar

Oracle JDBC Thin Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，Oracle に接続する
場合に選択します。

DBConnector_Oracle_XA.rar

Oracle JDBC Thin Driver を使用して，グローバルトランザク
ションで，Oracle に接続する場合に選択します。

DBConnector_SQLServer_CP.rar

SQL Server 2000 Driver for JDBC を使用して，ローカルトラン
ザクションまたはトランザクション管理なしで，SQL Server
2000（Windows の場合だけ）に接続する場合に選択します。

DBConnector_SQLServer2005_CP.r
ar

SQL Server 2005 JDBC Driver を使用して，ローカルトランザ
クションまたはトランザクション管理なしで，SQL Server 2005
（Windows の場合だけ）に接続する場合に選択します。

DBConnector_CP_ClusterPool_Roo
t.rar

コネクションプールのクラスタ化機能のルートリソースアダプ
タです。ルートリソースアダプタに属するメンバリソースアダ
プタが，ローカルトランザクションまたはトランザクション管
理なしで，Oracle に接続する場合に選択します。
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RAR ファイル名

説明

DBConnector_Oracle_CP_ClusterP
ool_Member.rar

コネクションプールのクラスタ化機能のメンバリソースアダプ
タです。Oracle JDBC Thin Driver を使用して，ローカルトラ
ンザクションまたはトランザクション管理なしで，Oracle に接
続する場合に選択します。なお，J2EE アプリケーションのリ
ソースリファレンスに設定して使用できません。

注

新規に，DB Connector の RAR ファイルを使用する場合，Cosminexus で提供する Connector

属性ファイルのテンプレートファイルを使用して，プロパティを定義できます。Connector 属性
ファイルのテンプレートファイルは，すべての DB Connector の RAR ファイルに対して提供してい
ます。提供しているテンプレートファイルについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

（2） DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用する場
合
Cosminexus RM と連携してデータベースに接続する場合には，Cosminexus RM 連携用
のリソースアダプタ（DB Connector for Cosminexus RM）と，Cosminexus RM で提供
するリソースアダプタの両方をインポートする必要があります。Cosminexus RM で提供
するリソースアダプタについては，マニュアル「Cosminexus Reliable Messaging」を参
照してください。
DB Connector for Cosminexus RM は，使用するトランザクションの種類や接続する
データベースの種類によって，ファイルが異なります。DB Connector for Cosminexus
RM の種類を次の表に示します。
表 9-4 DB Connector for Cosminexus RM の種類
RAR ファイル名

説明

DBConnector_HiRDB_Type4_CP_C
osminexus_RM.rar

HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB に接続す
る場合に選択します。

DBConnector_HiRDB_Type4_XA_C
osminexus_RM.rar

HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して，グローバルトランザ
クションで，HiRDB に接続する場合に選択します。

DBConnector_DABJ_CP_Cosminex
us_RM.rar

Cosminexus DABroker Library を使用して，ローカルトラン
ザクションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB に接
続する場合に選択します。

DBConnector_DABJ_XA_Cosminex
us_RM.rar

Cosminexus DABroker Library を使用して，グローバルトラ
ンザクションで，HiRDB に接続する場合に選択します。

DBConnector_Oracle_CP_Cosminex
us_RM.rar

Oracle JDBC Thin Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，Oracle に接続する
場合に選択します。

DBConnector_Oracle_XA_Cosminex
us_RM.rar

Oracle JDBC Thin Driver を使用して，グローバルトランザク
ションで，Oracle に接続する場合に選択します。
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新規に，DB Connector for Cosminexus RM の RAR ファイルを使用する場合，Cosminexus で

提供する Connector 属性ファイルのテンプレートファイルを使用して，プロパティを定義できます。
Connector 属性ファイルのテンプレートファイルは，すべての DB Connector の RAR ファイルに対
して提供しています。提供しているテンプレートファイルについては，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

ポイント
DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM を使用して同一トランザクション内
で JDBC と JMS のアクセスを行う場合に，同じ物理コネクションを共有することで，ロー
カルトランザクションの適用，グローバルトランザクションの 1 相コミット決着ができま
す。1 相コミット決着のための条件を次に示します。
• DB Connector for Cosminexus RM と Cosminexus RM で使用するデータベースシステム
が同一であり，かつサインオン方式とセキュリティ情報（ユーザ名，パスワード）が同一
である。
• リソースアダプタを使用する J2EE アプリケーションの属性ファイル（Session Bean 属
性ファイル，Entity Bean 属性ファイルなど）で <res-sharing-scope> タグに
「Shareable」を指定している。

（3） ほかのリソースアダプタを使用する場合
OpenTP1 の SPP と接続する場合には，uCosminexus TP1 Connector および TP1/
Client/J の提供するリソースアダプタを使用します。詳細については，uCosminexus
TP1 Connector のドキュメント，およびマニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手
引

TP1/Client/J 編」を参照してください。

TP1/Message Queue と接続する場合には，TP1/Message Queue - Access の提供するリ
ソースアダプタを使用します。詳細については，マニュアル「OpenTP1 Version 6 メッ
セージキューイングアクセス機能 TP1/Message Queue - Access 使用の手引」を参照して
ください。
また，Cosminexus では，Connector 1.0 仕様または Connector 1.5 仕様に準拠したリ
ソースアダプタを使用して，任意のリソースに接続できます。これらのリソースアダプ
タを使用する場合は，リソースアダプタのドキュメントを参照してください。
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9.4 JavaBeans リソースの設定
この節では，JavaBeans リソースの設定について説明します。
サーバ管理コマンドを使用して JavaBeans リソースのプロパティを設定し，JavaBeans
リソースをインポートします。
JavaBeans リソースの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。
ここでは，JavaBeans リソースの新規設定の流れ，設定変更の流れ，および入れ替えの
流れについて説明します。

（1） JavaBeans リソースの新規設定の流れ
JavaBeans リソースの新規設定の流れを次の図に示します。
図 9-9 JavaBeans リソースの新規設定の流れ

図中の 1. 〜 2. について説明します。
1. JavaBeans リソース属性ファイルを作成し，JavaBeans リソースのプロパティを定
義します。
JavaBeans リソース属性ファイルのテンプレートを使用して JavaBeans リソース属
性ファイルを作成して，JavaBeans リソースのプロパティを定義してください。
JavaBeans リソース属性ファイルのテンプレートは次のディレクトリに格納されてい
ます。
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ
>¥CC¥admin¥templates¥jb_template.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/templates/jb_template.xml
JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できる内容については，
「9.6.2
JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
2. サーバ管理コマンドを使用して，JavaBeans リソースをインポートします。
1. で設定した JavaBeans リソース属性ファイルと，JavaBeans リソースを含む JAR
ファイルのパスを引数に指定し，cjimportjb コマンドを使用して，JavaBeans リソー

394

9.

リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

スをインポートします。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

参考
• JavaBeans リソースを複数インポートする場合，インポート済みの JavaBeans リソース
と同じ実装クラス名の JavaBeans リソースはインポートできません。先にインポートし
た JavaBeans リソースを削除してからインポートするか，または実装クラス名を変更し
て再作成したあとでインポートしてください。
また，JavaBeans リソースの実装クラス以外にほかのクラスファイルを使用している場
合，ほかのクラスファイルに関してはチェックされません。
• インポート時に cjimportjb コマンドに -d オプションを使用すると，アーカイブを生成し
ないで，ディレクトリ構成のままインポートできます。ディレクトリは，インポートした
いディレクトリの最上位を指定します。
なお，指定したディレクトリがディレクトリ構成でない場合は，指定したディレクトリ直
下のファイルをすべてインポートします。
指定したディレクトリ下にあるすべてのファイルをインポートするため，不要なファイル
をディレクトリに含めないでください。

！

注意事項
JavaBeans リソースを使用する場合，J2EE アプリケーションから JavaBeans リソースへ
のリファレンスを解決しておく必要があります。JavaBeans リソースを使用している J2EE
アプリケーションのプロパティを定義するときに，J2EE アプリケーションから JavaBeans
リソースへのリファレンスを解決しておいてください。

（2） JavaBeans リソースの設定変更の流れ
JavaBeans リソースの設定変更の流れを次の図に示します。
図 9-10

JavaBeans リソースの設定変更の流れ

図中の 1. 〜 2. について説明します。
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1. サーバ管理コマンドを使用して，JavaBeans リソースを停止します。
cjstopjb コマンドを使用して JavaBeans リソースを停止します。なお，JavaBeans
リソースを停止する前に，その JavaBeans リソースを使用している J2EE アプリ
ケーションをすべて停止してください。
2. サーバ管理コマンドを使用して，JavaBeans リソースのプロパティを定義します。
cjgetjbprop コマンドを使用して JavaBeans リソース属性ファイルを取得し，ファイ
ル編集後に，cjsetjbprop コマンドで編集内容を反映させます。
JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できる内容については，
「9.6.2
JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。

（3） JavaBeans リソースの入れ替えの流れ
JavaBeans リソースの入れ替えの流れを次の図に示します。
図 9-11 JavaBeans リソースの入れ替えの流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用して，JavaBeans リソースを停止します。
cjstopjb コマンドを使用して入れ替える JavaBeans リソースを停止します。なお，
JavaBeans リソースを停止する前に，その JavaBeans リソースを使用している
J2EE アプリケーションをすべて停止してください。
2. J2EE サーバを再起動します。
cjstopsv コマンドを使用して J2EE サーバを停止し，cjstarsv コマンドを使用して
J2EE サーバを再起動します。
3. サーバ管理コマンドを使用して，JavaBeans リソースを削除します。
cjdeletejb コマンドを使用して，入れ替える JavaBeans リソースを削除します。
4. サーバ管理コマンドを使用して JavaBeans リソースをインポートします。
cjimportjb コマンドを使用して，新しい JavaBeans リソースをインポートします。
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9.5 J2EE アプリケーションの設定
この節では，J2EE アプリケーションの設定について説明します。

9.5.1

J2EE アプリケーションの設定の流れ

J2EE アプリケーションの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。
なお，ここでは，アーカイブ形式の J2EE アプリケーション（EAR 形式／ ZIP 形式）や
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションが作成済みであることを前提に，J2EE
アプリケーションの設定方法について説明します。J2EE アプリケーションは，
MyEclipse などを使用して，アプリケーション開発時に作成しておいてください。アプ
リケーションの作成については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイ
ド」を参照してください。

参考
サーバ管理コマンドでは，作成済みの EJB-JAR ファイルや WAR ファイルから，アーカイ
ブ形式の J2EE アプリケーションを作成することもできます。サーバ管理コマンドでのアー
カイブ形式の J2EE アプリケーションの作成については，
「(3)

サーバ管理コマンドでの

アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの作成」を参照してください。

（1） J2EE アプリケーションの新規設定の流れ
J2EE アプリケーションの新規設定の流れを次の図に示します。
図 9-12

J2EE アプリケーションの新規設定の流れ
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図中の 1. 〜 3. について説明します。
1. サーバ管理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。
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。
• アーカイブ形式の J2EE アプリケーションをインポートする場合には，-f オプショ
ンに EAR 形式／ ZIP 形式のファイルを指定します。
• 展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションをインポートする場合には，-a オ
プションにアプリケーションディレクトリを指定します。
• EAR 形式／ ZIP 形式のファイルを展開ディレクトリ形式でインポートする場合に
は，-f オプションに EAR 形式／ ZIP 形式のファイルを，-d オプションにアプリ
ケーションディレクトリとなる展開先のディレクトリを指定します。
2. サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションにサーブレットフィルタを追
加します。
サーブレットフィルタを追加する場合は，WAR ファイルにフィルタを登録したあと，
フィルタのマッピングを定義します。サーブレットフィルタの追加については，「9.7
Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定」を参照してくださ
い。
3. サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションのプロパティを定義します。
cjgetappprop コマンドで各属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，cjsetappprop
コマンドで編集内容を反映させます。プロパティの設定内容については，「9.6.3
J2EE アプリケーションのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

参考
次のような場合，実行時情報を含んだ J2EE アプリケーションをエクスポート・インポート
することで，効率良く J2EE アプリケーションを設定できます。
• 開発環境で作成した J2EE アプリケーションをエクスポートして，運用環境にインポート
して使用する場合
• 運用環境ですでに動いている J2EE アプリケーションをエクスポートして，増設した
J2EE サーバにインポートして使用する場合
なお，Application Server のバージョンやプラットフォームが異なるホスト間では，J2EE
アプリケーションをエクスポート・インポートして使用することはできません。J2EE アプ
リケーションをエクスポートするホストと，Application Server のバージョンやプラット
フォームが異なるホストで J2EE アプリケーションを設定する場合は，J2EE アプリケー
ションを新規に作成および設定してください。
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（2） J2EE アプリケーションの入れ替えについて
J2EE アプリケーションのバージョンアップやメンテナンスをするために，J2EE アプリ
ケーションを入れ替えられます。
J2EE アプリケーションの入れ替えは，サーバ管理コマンドを使用して実行します。通常
のデプロイ操作のほかに，リデプロイ機能やリロード機能を使用した入れ替えもできま
す。
アーカイブ形式の J2EE アプリケーションの場合には，リデプロイ機能を使用して入れ
替えができます。リデプロイでは，入れ替え前の J2EE アプリケーションに対して設定
した属性情報を入れ替え後の J2EE アプリケーションに引き継げるため，少ない手順で
高速に入れ替えができます。
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケーションの場合には，J2EE アプリケーション
を構成するクラスファイルなどの更新を検知し，更新した J2EE アプリケーションをリ
ロードする機能を使用できます。この機能を使用することで，J2EE アプリケーションを
再デプロイしなくても，デプロイ済みの EJB-JAR，サーブレットや JSP を動的に入れ
替えられるようになります。
また，J2EE アプリケーションを入れ替えるときに，既存の J2EE アプリケーションの
名前を変更することによって，J2EE アプリケーションの世代も管理できます。
24 時間サービス提供が必要な J2EE アプリケーションを入れ替える場合には，Web アプ
リケーションのサービスの部分閉塞や CTM の使用によって，サービスを停止しないで
J2EE アプリケーションを入れ替えることもできます。
J2EE アプリケーションの入れ替えと保守については，マニュアル「Cosminexus

シス

テム運用ガイド」を参照してください。サーバ管理コマンドの操作については，マニュ
アル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

（3） サーバ管理コマンドでのアーカイブ形式の J2EE アプリケーション
の作成
サーバ管理コマンドでは，作成済みの EJB-JAR ファイルや WAR ファイルなどを EAR
形式または ZIP 形式にアセンブルして，アーカイブ形式の J2EE アプリケーションを作
成することもできます。サーバ管理コマンドでのアーカイブ形式の J2EE アプリケー
ションの作成の流れを次の図に示します。
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図 9-13

サーバ管理コマンドでのアーカイブ形式の J2EE アプリケーションの作成の流
れ

ここでは，図中の作業のうち，J2EE アプリケーションの作成の作業について説明しま
す。ほかの作業については，「(1)

J2EE アプリケーションの新規設定の流れ」を参照し

てください。
J2EE アプリケーションの構成によって，インポートするファイルや作業の手順が異なり
ます。
• EJB-JAR ファイルをインポートする場合は，cjimportres コマンドで -type ejb を指定
します。
• WAR ファイルをインポートする場合は，cjimportres コマンドで -type war を指定し
ます。
• インポートした EJB-JAR ファイルや WAR ファイルから J2EE アプリケーションを
新規作成する場合は，cjaddapp コマンドを使用します。
• J2EE アプリケーションにライブラリ JAR を追加する場合は，cjimportlibjar コマン
ドを使用します。
サーバ管理コマンドでの J2EE アプリケーションの作成については，マニュアル
「Cosminexus
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9.5.2 テストモードでの J2EE アプリケーションの設定の流
れ
テストモードは，J2EE アプリケーションをテスト用に動作させるための動作モードで
す。J2EE アプリケーションを新規作成した場合や，すでに動作中の J2EE アプリケー
ションを入れ替える場合，本番運用を開始する前に，まず本番環境で問題なく動作する
のを確認したいことがあります。このような場合にテストモードを使用します。

（1） テストモードについて
J2EE アプリケーションのテストモードでの動作確認には，サーバ管理コマンドを使用し
ます。
テストモードで動作中の J2EE アプリケーションに対してできる操作を次に示します。
テストモードでの J2EE アプリケーションの運用については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。
• インポート
• J2EE アプリケーションの開始
• J2EE アプリケーションの停止（通常停止，および強制停止）
• J2EE アプリケーションの削除
• J2EE アプリケーションの設定の追加，変更，および削除
• モード変更
• リデプロイ
• リロード
Management Server では，J2EE アプリケーションをテストモードでインポートして動
作確認することはできません。ただし，次の場合には，Management Server の運用管理
コマンド（mngsvrutil）で，テストモードで動作している J2EE アプリケーションの稼
働情報が参照できます。
• Management Server に登録されている J2EE アプリケーションを，サーバ管理コマ
ンドを使用してテストモードで動作させた場合
• Management Server に登録されている J2EE アプリケーションと同名の J2EE アプ
リケーションを，サーバ管理コマンドを使用してテストモードで動作させた場合

（2） テストモードでの J2EE アプリケーションの設定の流れ
ここでは，新規作成した J2EE アプリケーションをテストモードで実行して問題なく動
作することを確認してから，J2EE アプリケーションの動作モードを通常モードに切り替
えて，本番運用を開始する場合の操作について説明します。すでに動作中の J2EE アプ
リケーションを入れ替える場合には，動作中の J2EE アプリケーションの停止や退避な
どの操作が必要になります。J2EE アプリケーションの入れ替えと保守については，マ
ニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
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なお，Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーションをテストモードで運用する
場合，あらかじめ次の作業が必要です。
1. リダイレクタの設定（URL のマッピング）
通常モードのコンテキストルートを含む URL のマッピングに加えて，テストモード
のコンテキストルートを含む URL のマッピングを設定してください。Web アプリ
ケーションを含む J2EE アプリケーションをテストモードで運用する場合，Web アプ
リケーションのコンテキストルートにプリフィックス「_test_」を付けたものが，コ
ンテキストルートとして使用されます。例えば，通常モードのコンテキストルートが
「/jsptobean」の場合，テストモードのコンテキストルートは「/_test_/jsptobean」に
なります。
URL のマッピングについては，「7.2.2

URL パターンでのリクエスト振り分けの設

定」を参照してください。
2. Web サーバの再起動
Web サーバを再起動して，リダイレクタの設定を有効にしてください。
ここでは，上記の作業が済んでいることを前提に，テストモードでの J2EE アプリケー
ションの設定について説明します。
テストモードでの J2EE アプリケーションの設定の流れを次の図に示します。
図 9-14

テストモードでの J2EE アプリケーションの設定の流れ

図中の 1. 〜 6. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションをテストモードでインポー
トします。
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J2EE アプリケーションのインポートには，cjimportapp コマンドで -test を指定しま
す。
2. 必要に応じて，サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションのプロパ
ティを定義します。
J2EE アプリケーションのプロパティの定義には，cjgetappprop コマンドおよび
cjsetappprop コマンドで -test を指定します。cjgetappprop -test で各属性ファイルを
取得し，ファイル編集後に，cjsetappprop -test で編集内容を反映させます。
J2EE アプリケーションのプロパティの定義で設定できる内容については，
「9.6.3
J2EE アプリケーションのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
3. サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションをテストモードで開始しま
す。
cjstartapp コマンドで -test を指定して，J2EE アプリケーションをテストモードで運
用します。
4. テストを実施します。
テストモード用に設定した特定のクライアントから適宜操作を実行し，テストを実施
して問題ないことが確認できたら，手順 5. に進みます。
テスト結果に問題があった場合は，J2EE アプリケーションを修正して，手順 1. から
もう一度実行してください。なお，同じ名称の J2EE アプリケーションは同じモード
で登録できません。このため，テストが失敗したテストモードの J2EE アプリケー
ションは，cjdeleteapp コマンドで -test を指定して削除してください。

ポイント
• テストモードで動作している J2EE アプリケーションは，テストモード用に設定した特定
のクライアントからだけ利用できます。Web アプリケーションを含む J2EE アプリケー
ションをテストモードで運用する場合，Web アプリケーションのコンテキストルートに
プリフィックス「_test_」を付けたものが，コンテキストルートとして使用されます。例
えば，コンテキストルートが「/jsptobean」で，本番運用での URL が「http://
www.hitachi.co.jp/jsptobean/account.jsp」の場合，テストモードでの URL は，「http://
www.hitachi.co.jp/_test_/jsptobean/account.jsp」になります。テスト用のクライアント
からはこの URL を使用して J2EE アプリケーションに対して操作を実行してください。
• EJB を含む J2EE アプリケーションをテストモードで運用する場合，EJB はテスト用の
名前空間に登録されます。EJB クライアントアプリケーションから EJB を呼び出す場合
には，通常モード用の名前空間のルートコンテキスト名で始まる検索文字列
「HITACHI_EJB/…」ではなく，テストモード用の名前空間のルートコンテキスト名で始
まる検索文字列「$HITACHI_TEST/…」を指定して lookup を実行してください。

5. サーバ管理コマンドを使用して，テストモードで運用している J2EE アプリケーショ
ンを停止します。
cjstopapp コマンドで -test を指定して，J2EE アプリケーションを停止します。
6. サーバ管理コマンドを使用して，テストモードで運用していた J2EE アプリケーショ
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ンの動作モードを通常モードに変更します。
cjchmodapp コマンドで -test -mode normal を指定して，J2EE アプリケーションの
動作モードを通常モードに変更します。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus
リファレンス
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9.6 リソースと J2EE アプリケーションで設定
できる主な項目
この節では，リソースと J2EE アプリケーションで設定できる項目のうち，主な項目と
設定内容について説明します。ここで説明していない設定については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。

9.6.1 リソースアダプタのプロパティ定義で設定できること
リソースアダプタのプロパティとして設定する項目のうち，主な項目と，その項目の設
定方法について説明します。
次のことを前提とします。
● リソースアダプタのプロパティは，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用
して定義します。
● ここではサーバ管理コマンドで使用する Connector 属性ファイルのタグについて説明
します。cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後
に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させてください。なお，リソースアダプ
タをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンドと
cjsetresprop コマンドを使用してください。
● Server Plug-in を使用する場合，属性ファイルのタグに対応した項目に設定します。
属性ファイルのタグと対応する画面については，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。
● 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。
● 項目を設定する Connector 属性ファイルのタグの詳細，サーバ管理コマンドと Server
Plug-in での操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作
ガイド」
，およびマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してくだ

さい。
● ここで説明していない項目と，その項目を設定する Connector 属性ファイルのタグの
詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」，お
よびマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

（1） DB Connector で設定できる項目
リソースアダプタのプロパティとして設定する項目のうち，DB Connector で設定できる
主な項目と，その項目の設定方法について説明します。
DB Connector のプロパティ定義で設定できる内容を次の表に示します。

405

9. リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

表 9-5 DB Connector のプロパティ定義で設定できる内容
分類

項目

設定内容

一般情報

トランザクションサポー
トレベル

<transaction-support> タグで，トランザクションサ
ポートレベルを設定します。トランザクション管理
なし（NoTransaction），ローカルトランザクション
（LocalTransaction），またはグローバルトランザク
ション（XATransaction）を指定します。

コンフィグレー
ションプロパティ

データベースコネクショ
ン確立までの待ち時間

<config-property> タグの loginTimeout で，データ
ベースコネクション確立までの J2EE アプリケー
ションの待ち時間を指定します。

ステートメントキャンセ
ル

<config-property> タグの CancelStatement で，ト
ランザクションタイムアウト発生時のステートメン
トキャンセルを有効にするかどうかを指定します。

PreparedStatement の

<config-property> タグの
PreparedStatementPoolSize で，
PreparedStatement のプールサイズを指定します。

プールサイズ※ 1
CallableStatement の
プールサイズ※ 1
実行時プロパティ

<config-property> タグの
CallableStatementPoolSize で，CallableStatement
のプールサイズを指定します。

コネクションの最小値と
最大値

<property> タグの MinPoolSize と MaxPoolSize で，
コネクションプールにプールするコネクションの最
小値と最大値を指定します。

コネクションの障害検知

<property> タグの ValidationType でコネクションの
障害を検知するタイミングを指定し，
ValidationInterval で障害を検知する間隔を指定しま
す。
なお，コネクションの障害検知にタイムアウトを設
定する場合には，NetworkFailureTimeout でコネク
ション管理スレッドの使用を有効にします。※ 2
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コネクションの取得リト
ライ

<property> タグの RetryCount でコネクション取得
に失敗した場合のリトライ回数を指定し，
RetryInterval でリトライ間隔を指定します。

コネクションスイーパ

<property> タグの SweeperInterval でコネクション
の自動破棄（コネクションスイーパ）が動作する間
隔を指定し，ConnectionTimeout でコネクションの
最終利用時刻からコネクションを自動破棄するかど
うかを判定するまでの時間を指定します。

コネクション枯渇時のコ
ネクション取得待ち

<property> タグの RequestQueueEnable でコネク
ション枯渇時のコネクション取得待ちを有効にする
かどうかを指定し，RequestQueueTimeout で待ち時
間を指定します。

コネクションプールの
ウォーミングアップ

コネクションプールのウォーミングアップ機能を使
用する場合，<property> タグで，Warmup を指定し
ます。
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分類

項目

設定内容

コネクション管理スレッ
ド

コネクション管理スレッドを使用する場合，
<property> タグで，NetworkFailureTimeout を指定
します。
コネクション管理スレッドを使用する場合，コネク
ションの障害検知機能，およびコネクション数調節
機能のタイムアウト（どちらもタイムアウト時間は 5
秒で固定）を使用する設定になります。

コネクション数調節機能

<property> タグの
ConnectionPoolAdjustmentInterval で，コネクショ
ン数調節機能が動作する間隔を指定します。
なお，コネクション数調節機能にタイムアウトを設
定する場合には，NetworkFailureTimeout でコネク
ション管理スレッドの使用を有効にします。※ 2

別名情報

ルックアップ名称の別名

注※ 1

<resource-external-property> − <optional-name>
タグにリソースの別名を指定します。
別名の設定方法については，
「9.8 リソースまたは
J2EE アプリケーションの別名の設定」を参照してく
ださい。

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機能を利用できな

いため，これらのプロパティには 0 を指定してください。
注※ 2

同じキーで設定します。このため，コネクションの障害検知機能でタイムアウトを使用する

場合は，コネクション数調節機能でもタイムアウトを使用する設定となります。

なお，DB Connector を使用してデータベースに接続する場合と，リソースアダプタを使
用して OpenTP1 などの各種リソースに接続する場合では，プロパティの設定内容が異
なります。また，使用するデータベースの種類によっても，プロパティの設定内容が異
なります。
• DB Connector を使用してデータベースに接続する場合に設定する，DB Connector の
プロパティ定義については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作
ガイド」を参照してください。属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus
リファレンス 定義編」を参照してください。
• Cosminexus RM で提供するリソースアダプタに設定するプロパティについては，マ
ニュアル「Cosminexus Reliable Messaging」を参照してください。
• OpenTP1 で提供するリソースアダプタに設定するプロパティについては，
uCosminexus TP1 Connector のドキュメント，およびマニュアル「OpenTP1
イアント使用の手引

クラ

TP1/Client/J 編」を参照してください。

• TP1/Message Queue で提供するリソースアダプタに設定するプロパティについては，
マニュアル「OpenTP1 Version 6 メッセージキューイングアクセス機能 TP1/Message
Queue - Access 使用の手引」を参照してください。

（2） Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタで設定できる項目
リソースアダプタのプロパティとして設定する項目のうち，Connector 1.5 仕様に準拠し
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たリソースアダプタで設定できる主な項目と，その項目の設定方法について説明します。
なお，ここでは，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタ固有の内容を説明しま
す。
Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容を次
の表に示します。
表 9-6 Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタのプロパティ定義で設定できる
内容
分類
管理対象オブジェ
クト

注※ 1

項目

設定内容

管理対象オブジェクト名※

<adminobject> − <adminobject-name> タグ※ 2 に
ルックアップで使用するオブジェクト名を指定しま
す。管理対象オブジェクトをルックアップの対象に
する場合は必ず指定してください。オブジェクト名
には，連続したアンダースコア "__" を含めてはい
けません。
なお，管理対象オブジェクトをルックアップする場
合には，J2EE アプリケーションの設定も必要で
す。「9.6.3(4) リソース接続とトランザクション管
理の機能を使用するための設定」を参照してくださ
い。

インタフェース

<adminobject> − <adminobject-interface> タグに
使用するインタフェースを指定します。
javax.jms.Queue，javax.jms.Topic などを指定しま
す。

実装クラスとプロパティ

<adminobject-class> タグに実装クラスを指定しま
す。
<config-property> タグ下に管理対象オブジェクト
のプロパティを設定します。

1

メッセージインフローで使用する管理対象オブジェクトの場合，指定する必要はありませ

ん。
注※ 2

9.6.2

DD（ra.xml）には存在しないタグです。

JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できるこ
と

JavaBeans リソースのプロパティを新規に設定する場合は，JavaBeans リソース属性
ファイルのテンプレートを使用して JavaBeans リソース属性ファイルを作成して，プロ
パティを定義します。また，設定変更の場合は，サーバ管理コマンドで JavaBeans リ
ソース属性ファイルを取得して，プロパティを定義します。cjgetjbprop コマンドで
JavaBeans リソース属性ファイルを取得して，ファイル編集後に，cjsetjbprop コマンド
で編集内容を反映させてください。
JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できる主な内容を次の表に示します。
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表 9-7 JavaBeans リソースのプロパティ定義で設定できる主な内容
分類

項目

実行時プロパ
ティ

別名情報

設定内容

リソースのタイプ

<res-type> タグに JavaBeans リソースのクラス名を指定し
ます。

プロパティ情報

<property> タグ下の次のタグに設定します。
• <property-name> タグに JavaBeans リソースの set メ
ソッド，get メソッドのメソッド名を指定します。
• <property-type> タグに JavaBeans リソースの set メ
ソッドの引数の型を指定します。
• <property-value> タグに JavaBeans リソースの set メ
ソッドの引数に渡す値を指定します。

別名

JavaBeans リソースに別名を付与する場合，
<resource-env-external-property> − <optional-name> タ
グに JavaBeans リソースの別名を指定します。
別名の設定については，「9.8 リソースまたは J2EE アプリ
ケーションの別名の設定」を参照してください。

参考
DD（ra.xml）の <resource-ref> タグで指定していた <res-auth> 属性と，
<res-sharing-scope> 属性は，JavaBeans リソース属性ファイルの
<resource-env-external-property> タグには指定できません。

9.6.3

J2EE アプリケーションのプロパティ定義で設定でき
ること

J2EE アプリケーションのプロパティとして設定する項目のうち，主な項目と，その項目
の設定方法について説明します。
● J2EE アプリケーションのプロパティは，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in
を使用して定義します。
● ここではサーバ管理コマンドで使用する属性ファイルとタグについて説明します。
cjgetappprop コマンドで属性ファイルを取得し，属性ファイル編集後に，
cjsetappprop コマンドで編集内容を反映させてください。なお，ここで示した属性
ファイル以外に，J2EE アプリケーションのすべての属性情報が含まれているアプリ
ケーション統合属性ファイルも使用できます。
● Server Plug-in を使用する場合，属性ファイルのタグに対応した項目に設定します。
属性ファイルのタグと対応する画面については，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。
● 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。
● 項目を設定する属性ファイルとタグ，サーバ管理コマンドと Server Plug-in での操作

409

9. リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

については，マニュアル「Cosminexus
マニュアル「Cosminexus

アプリケーション設定操作ガイド」，および

リファレンス

定義編」を参照してください。

● ここで説明していない項目と，その項目を設定する属性ファイルやタグの詳細につい
ては，マニュアル「Cosminexus
アル「Cosminexus

アプリケーション設定操作ガイド」，およびマニュ

リファレンス

定義編」を参照してください。

（1） Web コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設
定
Web コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定を，次の表に示し
ます。
表 9-8 Web コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定
機能

項目

設定対象

設定内容

セッション
管理

HttpSession 数の
上限値

WAR

WAR 属性ファイルの
<http-session-max-number> タグに，HTTP セッ
ション数の上限値を指定します。
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合に
は，セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリ
ケーションに対して HTTP セッション数の上限値
を指定します。設定方法については，「6.2.5
HTTP セッション数の上限値の設定」を参照して
ください。

デフォルト
の文字エン
コーディン
グ設定

Web アプリケー
ション単位での設
定※ 1

WAR

WAR 属性ファイルで，次のタグを設定します。
• <http-request> − <encoding> タグに，リクエ
ストボディおよびクエリのデコードに使用す
る，文字エンコーディングを設定します。
• <http-response> − <encoding> タグに，レス
ポンスボディのエンコードに使用する，文字エ
ンコーディングを設定します。
• <jsp> − <page-encoding> タグに，JSP ファイ
ルの文字エンコーディングを設定します。

リクエスト
およびレス
ポンスの
フィルタリ
ング

フィルタの定義

フィルタ，
WAR

フィルタ属性ファイル，WAR 属性ファイル，ま

セキュリ
ティ管理

SSL 使用による認
証情報とデータの
暗号化をする場合
の暗号レベルの設
定
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WAR

たは web.xml ※ 2 に，使用するフィルタおよび
フィルタのマッピングを定義します。
フィルタの定義については，「9.7 Web アプリ
ケーションに組み込むサーブレットフィルタの設
定」を参照してください。
WAR 属性ファイルまたは web.xml の
<user-data-constraint> タグ※ 2 に，暗号化レベ
ルを指定します。
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機能

項目
ロールに基づく
Web コンテナの
ユーザ認証

設定対象
WAR

設定内容
WAR 属性ファイルまたは web.xml の
<security-constraint> タグ ※ 2 に，セキュリティ
制約を指定します。
また，WAR 属性ファイルまたは web.xml の
<login-config> タグ※ 2 に，Web コンテナでの認
証方法を指定します。

同時実行ス
レッド数の
制御

−

WAR

WAR 属性ファイルの <thread-control> タグで，
Web アプリケーション単位での同時実行スレッド
数を設定します。また，<thread-control> −
<urlgroup-thread-control> タグで，URL グルー
プ単位での同時実行スレッド数を設定します。
同時実行スレッド数の制御については，
「4.4 同
時実行スレッド数の制御の設定」を参照してくだ
さい。

ドメイン名
指定での
トップペー
ジの表示

Web アプリケー
ションのコンテキ
ストルートを空文
字に設定

WAR

WAR 属性ファイル，またはサーブレット属性
ファイルの <context-root> タグに，空文字を指定
します。
このほか，リダイレクタ（Web サーバ連携の場
合）でリダイレクトする URL の設定が必要です。
設定方法については，
「7.5 ドメイン名指定で
トップページを表示するための設定」を参照して
ください。

Web アプリ
ケーション
単位の静的
コンテンツ
のキャッ
シュの制御

−

WAR

アプリケーション属性ファイルまたは web.xml ※

リファレン
スマッピン
グ定義

Enterprise Bean，
またはリソースへ
のリファレンスの
解決

注※ 1

2
に，静的コンテンツのキャッシュ機能を使用す
るかどうか，キャッシュを許可する静的コンテン
ツのメモリサイズ，およびファイルサイズの上限
値を指定します。設定方法については，
「4.5 静
的コンテンツのキャッシュの設定」を参照してく
ださい。

WAR

WAR 属性ファイルで，次のタグを設定します。
• <ejb-ref> タグに，Enterprise Bean（リモート
インタフェース）の情報を設定します。
• <ejb-local-ref> タグに，Enterprise Bean（ロー
カルインタフェース）の情報を設定します。
• <resource-ref> タグに，リソースの情報を設定
します。
• <resource-env-ref> タグに，リソース環境の情
報を設定します。

Web アプリケーション内のサーブレットまたは JSP ファイルに，Servlet 仕様での文字エ

ンコーディング設定がある場合は，Servlet 仕様での設定が有効になります。設定の優先順位につい
ては，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のデフォルトの文字エンコーディング設定に関する説

明を参照してください。なお，J2EE サーバ単位での設定については，「4.2(1) Web コンテナの機
能を使用するための設定」を参照してください。
注※ 2

J2EE サーバにデプロイ済みの Web アプリケーションに設定する場合は属性ファイルに設

定します。J2EE サーバにデプロイする前の Web アプリケーションに設定する場合は，web.xml に
設定します。
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（2） EJB コンテナの機能を使用するための設定
EJB コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定を，次の表に示し
ます。
表 9-9 EJB コンテナの機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定
機能
Enterprise
Bean でのト
ランザク
ション設定

項目
Enterprise Bean
でのトランザク
ション管理方法
（BMT または

設定対象

設定内容

Session
Bean

Session Bean 属性ファイルの <transaction-type>
タグに，Bean（BMT）または Container（CMT）
のどちらを選択するかを指定します。

Message-dri
ven Bean

Message-driven Bean 属性ファイルの
<transaction-type> タグに，Bean（BMT）また
は Container（CMT）のどちらを選択するかを指
定します。

CMT）の選択※

CMT

メソッドに割り当
てるトランザク
ション属性

Session
Bean，
Entity
Bean，
Message-dri
ven Bean

Session Bean 属性ファイル，
Entity Bean 属性ファイル，または
Message-driven Bean 属性ファイルの
<trans-attribute> タグに，メソッドに割り当てる
トランザクション属性を指定します。

プール管理

Stateless Session
Bean のプーリン
グ

Session
Bean

Session Bean 属性ファイルの <pooled-instance>
タグに，プールするインスタンス数の最大値と最
小値を指定します。

Entity Bean の
プーリング

Entity Bean

Entity Bean 属性ファイルの <pooled-instance>
タグに，プールするインスタンス数の最大値と最
小値を指定します。

Message-driven
Bean のプーリン
グ

Message-dri
ven Bean

Message-driven Bean 属性ファイルの
<pooled-instance> タグに，プールするインスタ
ンス数の最大値を指定します。

Entity Bean
のコミット
オプション

コミットオプショ
ン

Entity Bean

Entity Bean 属性ファイルの <caching-model> タ
グに，CMP フィールドのキャッシュ方法を指定
します。

EJB コンテ
ナでのタイ
ムアウト

Stateful Session
Bean のタイムア
ウト

Session
Bean

Session Bean 属性ファイルの
<inactivity-timeout> タグに，再びアクティブ化
するまで非アクティブ状態に保持しておく時間を
指定します。

Entity Bean の
EJB オブジェク
トのタイムアウト

Entity Bean

Entity Bean 属性ファイルの <entity-timeout> タ
グに，EJB オブジェクトの存在時間を指定しま
す。

インスタンス取得
待ちのタイムアウ
ト

Session
Bean，
Entity Bean

Session Bean 属性ファイルまたは Entity Bean 属
性ファイルの <instance-timeout> タグに，インス
タンス取得タイムアウト時間を指定します。
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機能

項目

設定対象

設定内容

リモートイ
ンタフェー
ス呼び出し

リモートインタ
フェースでの値の
参照渡しを有効に
するかどうか

Session
Bean，
Entity Bean

Session Bean 属性ファイルまたは Entity Bean 属
性ファイルの <pass-by-reference> タグに，
Enterprise Bean 単位で EJB のリモートインタ
フェースでの値の参照渡しを有効にするかどうか
を指定します。

セキュリ
ティアイデ
ンティティ
を使用した
認証

セキュリティアイ
デンティティを使
用した認証をする
かどうか

Session
Bean，
Entity
Bean，
Message-dri
ven Bean

Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属性
ファイル，Message-driven Bean 属性ファイルの
<security-identity> タグに，認証するかどうかを
指定します。

RunAs 機能

RunAs 機能を使
用するかどうか

Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属性
ファイル，Message-driven Bean 属性ファイルの
<run-as> タグに，RunAs 機能を使用するかどう
かを指定します。

RunAs 機能で使
用するセキュリ
ティロール名

Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属性
ファイル，Message-driven Bean 属性ファイルの
<role-name> タグに，セキュリティロール名を指
定します。

RunAs 機能で使
用するプリンシパ
ル名

Session Bean 属性ファイル，Entity Bean 属性
ファイル，Message-driven Bean 属性ファイルの
<user-name> タグに，プリンシパル名を指定しま
す。

リファレン
スマッピン
グ定義

注※

Enterprise Bean，
またはリソースへ
のリファレンスの
解決

Session
Bean，
Entity
Bean，
Message-dri
ven Bean

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
ルで，次のタグを設定します。
• <ejb-ref> タグに，Enterprise Bean（リモート
インタフェース）の情報を設定します。
• <ejb-local-ref> タグに，Enterprise Bean（ロー
カルインタフェース）の情報を設定します。
• <resource-ref> タグに，リソースの情報を設定
します。
• <resource-env-ref> タグに，リソース環境の情
報を設定します。

BMT を選択した場合，トランザクションの制御は，API

（javax.transaction.UserTransaction クラスのメソッドなど）で実行する必要があります。

（3） ネーミング管理の機能を使用するための設定
ネーミング管理の機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定を，次の表に示
します。

413

9. リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

表 9-10
機能

ネーミング管理の機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定
項目

設定対象

設定内容

ルックアッ
プ

ルックアップ名称

Session
Bean，
Entity Bean

Session Bean 属性ファイルまたは Entity Bean 属
性ファイルの <lookup-name> タグに，ルック
アップ名称を指定します。

ユーザ指定
名前空間機
能※

ルックアップ名称
の別名

Session
Bean，
Entity Bean

Session Bean 属性ファイルまたは Entity Bean 属
性ファイルの次のどちらかのタグに，ルックアッ
プ名称の別名を指定します。
• <optional-name> タグ
リモートインタフェースの別名を指定します。
• <local-optional-name> タグ
ローカルインタフェースの別名を指定します。
別名の設定については，
「9.8 リソースまたは
J2EE アプリケーションの別名の設定」を参照し
てください。

注※

この機能を使用する場合は，サーバ管理コマンドの usrconf.properties で別名を

使用するかどうかを指定しておく必要があります。設定方法については，「9.2.2

サーバ

管理コマンドの動作設定のカスタマイズ」を参照してください。

（4） リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定
リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための J2EE アプリケーション
の設定を，次の表に示します。
表 9-11 リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための J2EE アプリ
ケーションの設定
機能

項目

対象

設定内容

コネクショ
ンシェアリ
ング

コネクションを共
有するかどうか

WAR，
Session
Bean，
Entity Bean，
Message-dri
ven Bean

WAR 属性ファイル，Session Bean 属性ファイ
ル，Entity Bean 属性ファイルまたは
Message-driven Bean 属性ファイルの
<res-sharing-scope> タグに，取得したコネク
ションを共有するかどうかを設定します。

トランザク
ションタイ
ムアウト

Enterprise Bean，
インタフェース，
メソッド単位のト
ランザクションタ
イムアウト

Session
Bean，
Entity Bean，
Message-dri
ven Bean

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
イルの <ejb-transaction-timeout> タグに，CMT
の場合のトランザクションをタイムアウトする時
間を指定します。

Connector 1.5 仕様のリソースアダプタを使用してリソースに接続する場合は，次の項目
も設定できます。
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リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための J2EE アプリ
ケーションの設定（Connector 1.5 仕様に準拠するリソースアダプタを使用する
場合）

機能

項目

対象

設定内容

管理対象オ
ブジェクト
のルック
アップ

管理対象オブジェ
クトのルックアッ
プで使用する情報

WAR，
Session
Bean，
Entity Bean，
Message-dri
ven Bean

<resource-env-ref> タグ下の次のタグに設定しま
す。
• <resource-env-ref-name> タグに，ルックアッ
プで使用する名前を指定します。
• <resource-env-ref-type> タグに，管理対象オ
ブジェクトの型を指定します。
• <linked-adminobject> −
<resourceadapter-name> タグに，管理対象オ
ブジェクトが含まれるリソースアダプタの表示
名を指定します。
• <linked-adminobject> −
<adminobject-name> タグに，管理対象オブ
ジェクトのオブジェクト名を指定します。

メッセージ

リソースアダプタ
との対応づけ

Message-dri
ven Bean

<message-ref> − <connection-destination> タグ
下の <resource-adapter> タグに，対応づけるリ
ソースアダプタの表示名を指定します。

Message-driven
Bean が使用する
インタフェース

Message-dri
ven Bean

<messaging-type> タグに，Message-driven
Bean が実装するインタフェースを指定します。

ActivationSpec
の設定

Message-dri
ven Bean

<activation-config> −
<activation-config-property> タグ下の
<activation-config-property-name> タグおよび
<activation-config-property-value> タグに，
ActivationSpec に設定するプロパティを指定しま
す。

インフロー※

注※
設定値の一部は，使用するリソースアダプタの設定値と合わせる必要があります。詳細は，
「9.9

メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプリケーションの

設定」を参照してください。

（5） CTM の機能を使用するための設定
CTM の機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定を，次の表に示します。
表 9-13

CTM の機能を使用するための J2EE アプリケーションの設定

機能

項目

CTM による
リクエスト
のスケ
ジューリン
グ

J2EE アプリケー
ション単位での
スケジューリン
グ

対象
J2EE アプ
リケーショ
ン

設定内容
アプリケーション属性ファイルの
<managed-by-ctm> タグ，<scheduling> タグ，ま
たは <scheduling-unit> タグで，J2EE アプリケー
ション単位に，CTM の利用の有無や，スケジュー
ルキューの長さなどを設定します。
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機能

416

項目

対象

設定内容

Stateless Session
Bean 単位でのス
ケジューリング

SessionBea
n

SessionBean 属性ファイルの <enable-scheduling>
タグ，<stateless> − <pooled-instance> タグ，ま
たは <scheduling> タグで，Stateless Session
Bean 単位に，スケジューリングの対象にする
Stateless Session Bean の指定，プールしておくイ
ンスタンス数の最大値や最小値などを設定します。
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9.7 Web アプリケーションに組み込むサーブ
レットフィルタの設定
この節では，Cosminexus で提供しているサーブレットフィルタの概要と，各サーブ
レットフィルタの Web アプリケーションへの組み込み方法について説明します。

9.7.1 サーブレットフィルタの組み込み
Cosminexus では，Cosminexus 独自の機能を使用するためのサーブレットフィルタを提
供しています。Cosminexus が提供するサーブレットフィルタを built-in フィルタといい
ます。
built-in フィルタの種類，サーバ管理コマンドでの built-in フィルタの組み込み手順につ
いて説明します。

（1） built-in フィルタの種類
Cosminexus で提供している built-in フィルタは，次の 2 種類です。
• セッションフェイルオーバ用フィルタ
• HTTP レスポンス圧縮フィルタ

ポイント
各フィルタを Web アプリケーションに組み込む場合は，フィルタマッピング定義で，
「セッ
ションフェイルオーバ用フィルタ」
，「HTTP レスポンス圧縮フィルタ」の順に定義してくだ
さい。セッションフェイルオーバ用フィルタは，すべての built-in フィルタ，ユーザのフィ
ルタよりも前に配置する必要があります。

ここでは，各 built-in フィルタの概要について説明します。なお，各 built-in フィルタ
の処理内容，および built-in フィルタの組み込み順序については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の Cosminexus が提供するサーブレットフィルタに関する説
明を参照してください。
（a） セッションフェイルオーバ用フィルタ
セッションフェイルオーバ機能とは，J2EE サーバや Web サーバでの障害発生時に，
J2EE サーバ上の HTTPSession オブジェクトに登録されたオブジェクトを引き継ぐ機能
です。
セッションフェイルオーバ用フィルタは，J2EE アプリケーションで実行中のセッション
情報を管理するサーブレットフィルタです。また，J2EE サーバで障害が発生したとき
に，管理しているセッション情報をほかの J2EE サーバに引き継ぎます。セッション
フェイルオーバ用フィルタでは，セッション情報を管理し，J2EE サーバ間のセッション
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の情報を引き継ぐために，次の内容を設定します。
• グローバルセッション情報
• グローバルセッション情報の最大サイズ
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称
• グローバルセッションの制御方法
• グローバルセッション ID の送信に使用する Cookie の名称
• グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名
• グローバルセッション情報のロック待ちタイムアウト
• byte 型配列であるセッション情報の引き継ぎ許可
• 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ許可
（b） HTTP レスポンス圧縮フィルタ
HTTP レスポンス圧縮機能とは，サーブレット，JSP，および静的コンテンツへの
HTTP リクエストに対する HTTP レスポンスを，gzip 形式に圧縮する機能です。この機
能を使用して HTTP レスポンスを圧縮することで，Web コンテナと Web クライアント
（ブラウザなど）との間の HTTP レスポンス通信に掛かる時間を削減できます。
HTTP レスポンス圧縮フィルタは，HTTP レスポンスの圧縮対象となる，HTTP リクエ
ストの URL パターンや Media-Type などを定義するサーブレットフィルタです。

（2） built-in フィルタの組み込み手順
built-in フィルタを Web アプリケーションに組み込む方法には，サーバ管理コマンドを
使用した属性ファイルの編集による方法と，Server Plug-in を使用する方法と，Web ア
プリケーションの DD（web.xml）の直接編集による方法の 3 種類があります。
ここでは，サーバ管理コマンドを使用した属性ファイルの編集によるフィルタの組み込
みについて説明します。Server Plug-in を使用したフィルタの組み込みについては，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。ま
た，Web アプリケーションの DD（web.xml）の直接編集によるフィルタの組み込みに
ついては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
サーバ管理コマンドを使用した属性ファイルの編集によるフィルタの組み込みの手順を
次に示します。なお，属性ファイルに指定する内容は，フィルタごとに異なります。各
フィルタでの指定内容については，以降の項での各フィルタの設定を参照してください。
（a） フィルタの追加
フィルタの追加は，サーバ管理コマンドで実行します。フィルタの追加手順を次に示し
ます。
1. フィルタ属性ファイルを作成します。
テキストエディタなどを使用して，フィルタ属性ファイルを作成します。
フィルタ属性ファイルには，次の内容を指定します。
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<filter-name> タグ，<filter-class> タグでのフィルタ定義
<filter-name> タグに，追加するフィルタ名称を指定します。
<filter-class> タグに，追加するフィルタのクラス名を指定します。
<init-param> タグでの各種定義
<init-param> タグ内の <param-name> タグ，および <param-value> タグに，
初期化パラメタの名称および初期化パラメタの値を指定します。
フィルタ属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
2. cjaddapp コマンドの引数に手順 1. で作成したフィルタ属性ファイルを指定し，コマ
ンドを実行して J2EE アプリケーション内の WAR ファイルにフィルタを登録します。
コマンドの引数には，手順 1. で作成したフィルタ属性ファイルを指定します。
コマンドの実行例（Windows の場合）
cjaddapp MyServer -type filter -name app1 -warname adder_war -c
C:¥home¥adder_filter.xml
コマンドの実行例（UNIX の場合）
cjaddapp MyServer -type filter -name app1 -warname adder_war -c /tmp/work/
adder_filter.xml
（b） フィルタのマッピング
WAR ファイルに登録したフィルタのマッピングを定義します。フィルタのマッピング
は，サーバ管理コマンドで定義できます。
1. cjgetappprop コマンドを実行して，フィルタを登録した WAR ファイルから WAR 属
性ファイルを取得します。
コマンドの実行例（Windows の場合）
cjgetappprop MyServer -name app1 -type war -resname adder_war -c
C:¥home¥adder_war.xml
コマンドの実行例（UNIX の場合）
cjgetappprop MyServer -name app1 -type war -resname adder_war -c /tmp/
work/adder_war.xml
2. テキストエディタなどで WAR 属性ファイルを編集して，フィルタのマッピングを定
義します。
WAR 属性ファイルには，次の内容を指定します。
<filter-mapping> タグでのフィルタマッピング定義
<filter-mapping> タグ内の <filter-name> タグに，フィルタ名称を指定します。
<filter-mapping> タグ内の <url-pattern> タグ，または <servlet-name> タグに，
フィルタとマッピングする URL パターンやサーブレットクラスを指定します。
WAR 属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」

を参照してください。
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3. cjsetappprop コマンドの引数に手順 2. で編集した WAR 属性ファイルを指定し，コマ
ンドを実行してフィルタのマッピング情報を登録します。
コマンドの実行例（Windows の場合）
cjsetappprop MyServer -name app1 -type war -resname adder_war -c
C:¥home¥adder_war.xml
コマンドの実行例（UNIX の場合）
cjsetappprop MyServer -name app1 -type war -resname adder_war -c /tmp/
work/adder_war.xml

9.7.2

セッションフェイルオーバ用フィルタの設定

セッションフェイルオーバ用フィルタを有効にするには，次の設定が必要です。
● SFO サーバ，および J2EE サーバの設定
セッションフェイルオーバ機能を使用するために必要な設定については，
「6.2 J2EE
サーバ間のセッション情報の引き継ぎの設定」を参照してください。
● セッションフェイルオーバ用フィルタの Web アプリケーションへの組み込み
サーバ管理コマンドを使用した属性ファイルの編集，または Web アプリケーションの
DD（web.xml）の直接編集によって，セッションフェイルオーバ用フィルタを Web
アプリケーションに組み込みます。
ここでは，セッションフェイルオーバ用フィルタの Web アプリケーションへの組み込み
について説明します。

ポイント
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションを含む J2EE アプリケーションの
開始後に Web アプリケーションの設定を変更する場合，J2EE アプリケーションを再開始
する前に，SFO サーバに登録された Web アプリケーションの設定情報を削除する必要があ
ります。SFO サーバに登録された Web アプリケーションの設定情報の削除方法について
は，「6.2.7

Web アプリケーションの設定情報の削除」を参照してください。

（1） セッションフェイルオーバ用フィルタの Web アプリケーションへ
の組み込み
セッション情報の引き継ぎを行う Web アプリケーションへのフィルタの組み込みには，
サーバ管理コマンドを使用した属性ファイルの編集による方法と，Server Plug-in を使
用する方法と，Web アプリケーションの DD（web.xml）の直接編集による方法の 3 種
類があります。ここでは，サーバ管理コマンドで属性ファイルを編集してフィルタを組
み込む方法について説明します。Server Plug-in を使用したフィルタの組み込みについ
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。また，Web アプリケーションの DD（web.xml）の直接編集によるフィルタの組み
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込みについては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のセッションフェイルオーバ機
能を使用するアプリケーションの実装に関する説明を参照してください。
Web アプリケーションにセッションフェイルオーバ用フィルタを組み込むために，フィ
ルタ属性ファイルおよび WAR 属性ファイルに設定する内容を次の表に示します。なお，
属性ファイルの取得，編集した属性ファイルの設定の手順については，
「9.7.1(2)
built-in フィルタの組み込み手順」を参照してください。
表 9-14
設定項目

フィルタ
定義

属性ファイルでの設定内容（セッションフェイルオーバ用フィルタ）
属性ファイ
ル名

フィルタ属
性ファイル

セッショ
ン情報の
引き継ぎ
の定義

WAR 属性
ファイル

フィルタ
マッピン
グ定義※

注※

タグ名

設定内容

<filter-name> タ
グ

追加するフィルタ名称を指定します。設定値は，固
定値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter

<filter-class> タ
グ

追加するフィルタのクラス名を指定します。設定値
は，固定値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter

<init-param> タ
グ内の
<param-name>
タグおよび
<param-value>
タグ

初期化パラメタの名称および初期化パラメタの値を
指定します。セッション情報の引き継ぎに設定する
項目については，表 9-15 および表 9-16 を参照して
ください。

<filter-mapping>
タグ内の
<filter-name> タ
グ

フィルタ名称を指定します。設定値は，固定値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter

<filter-mapping>
タグ内の
<url-pattern> タ
グ

URL パターンやサーブレットクラスと，セッション
フェイルオーバ用フィルタのマッピングを指定しま
す。
セッションフェイルオーバ用フィルタでは，すべて
の Web アプリケーションに対してセッションフェイ
ルオーバ用フィルタをマッピングするため，「/*」を
指定してください。
設定値は，固定値です。
設定値（固定値）
/*

フィルタマッピングを定義する場合，次の点に注意してください。

• フィルタマッピング定義を複数定義する場合，セッションフェイルオーバ機能用のフィルタマッ
ピング定義を最初に記述してください。最初に記述しない場合はアプリケーションを開始できま
せん。
• セッションフェイルオーバ機能用のフィルタマッピング定義は複数定義しないでください。複数
定義した場合はアプリケーションを開始できません。
• Web アプリケーションのバージョンが Servlet2.4 の場合，<filter-mapping> タグの要素，およ
び <dispatcher> タグは指定しないでください。また，<dispatcher> タグで「FORWARD」，
「INCLUDE」
，「ERROR」を指定した場合，Web アプリケーションの開始時にセッションフェイ
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ルオーバ用フィルタの初期化でエラーが発生し，アプリケーションが開始できなくなるので，注
意してください。

セッション情報の引き継ぎに設定する項目と <param-name> タグに指定する初期化パラ
メタの対応について次の表に指定します。
表 9-15

セッション情報の引き継ぎに設定する項目と <param-name> タグに指定する初
期化パラメタの対応
設定項目

グローバル
セッション情
報

<param-name> タグに指定する
初期化パラメタ

書き換え可能な情
報

GSInfoKey-RW

読み取り専用の情
報

GSInfoKey-R

<param-value> タグに指定
する内容の参照先
9.7.2(2)

グローバルセッション情報の最大サ
イズ

GSInfosLengthMax

9.7.2(3)

グローバルセッション情報を格納す
る SFO サーバの名称

SFOServerName

9.7.2(4)

グローバルセッションの制御方法

GSessionControl

9.7.2(5)

グローバルセッション ID の送信に使
用する Cookie の名称

GIDCookieName

9.7.2(6)

グローバルセッション ID の送信に使
用する URL のパスパラメタ名

GIDURLParamName

9.7.2(7)

グローバルセッション情報のロック
待ちタイムアウト

LockTimeout

9.7.2(8)

byte 型配列であるセッション情報の
引き継ぎ許可

GSInfoTypeByteArrayEnable

9.7.2(9)

直列化可能クラスのオブジェクトで
あるセッション情報の引き継ぎ許可

GSInfoTypeSerializableEnable

9.7.2(10)

これらのパラメタは，使用する機能によって設定するかどうかが異なります。使用する
機能ごとの <param-name> タグに指定する初期化パラメタの設定要否を次の表に示しま
す。
表 9-16

使用する機能ごとの <param-name> タグに指定する初期化パラメタの設定要否

<param-name> タグに指定する初期化パ
ラメタ

使用する機能
セッションフェイル
オーバ機能の設定要否

グローバルセッション情報のサ
イズ見積もり機能の設定要否

GSInfoKey-RW

任意※ 1

任意※ 1

GSInfoKey-R

任意※ 1

任意※ 1

GSInfosLengthMax

任意

無効※ 2

SFOServerName

任意

無効※ 3
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<param-name> タグに指定する初期化パ
ラメタ

使用する機能
セッションフェイル
オーバ機能の設定要否

グローバルセッション情報のサ
イズ見積もり機能の設定要否

GSessionControl

任意

任意

GIDCookieName

任意

任意

GIDURLParamName

任意

任意

LockTimeout

任意

無効※ 2

GSInfoTypeByteArrayEnable

任意

任意

GSInfoTypeSerializableEnable

任意

任意

（凡例）
任意：省略できることを示す。省略した場合はデフォルトの値が設定される。
無効：指定しても無効になることを示す。設定した値は使用されない。
注※ 1

GSInfoKey-RW と GSInfoKey-R の両方を省略することはできません。

注※ 2

パラメタに不正な値を指定した場合はエラーとなり，Web アプリケーションは開始できま

せん。
注※ 3

指定した SFO サーバ名が，簡易構築定義ファイルで指定されている SFO フィルタのサー

バ定義名にない場合もエラーになりません。SFO フィルタのサーバ定義名は，簡易構築定義ファイ
ルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，webserver.sfo.sfo_servers パ
ラメタで指定します。

！

注意事項
セッション情報の引き継ぎに関する設定を変更するときは，フィルタ属性ファイルの
<init-param> タグ内にある <param-name> タグおよび <param-value> タグを編集します。
なお，タグの指定を省略する場合，タグの記述も含めて省略する必要があります
（<init-param> タグ〜 </init-param> タグの記述を省略します）。次のようにタグを記述し
て値だけ省略した場合，空白文字列が指定されたと判断してエラーとなります。
間違った省略方法の例

（省略）
：
<init-param>
<param-name>LockTimeout</param-name>
<param-value></param-value>
</init-param>
：
（省略）

（2） グローバルセッション情報
HTTP セッションに登録されるセッション情報の中から，グローバルセッション情報と
して，SFO サーバに引き継ぐセッション情報を選択します。また，グローバルセッショ
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ン情報には，書き換え可能な情報と読み取り専用の情報の 2 種類があるため，グローバ
ルセッション情報の種別を指定します。
グローバルセッション情報の設定に使用する初期化パラメタは，GSInfoKey-RW パラメ
タ（書き換え可能な場合）または GSInfoKey-R パラメタ（読み取り専用の場合）です。
GSInfoKey-RW パラメタおよび GSInfoKey-R パラメタには同じ値を指定しないでくだ
さい。同じ値を指定した場合，Web アプリケーションの開始時にエラーとなり，Web ア
プリケーションは開始できません。また，GSInfoKey-RW パラメタおよび GSInfoKey-R
パラメタの両方を省略することはできません。
グローバルセッション情報として指定できるセッション情報と，セッション情報のデー
タ型，グローバルセッション情報の種別について説明します。なお，統合ユーザ管理機
能を使用する場合には，セッション情報の種別，およびパラメタの設定値が決まってい
ます。詳細については，「(d) 統合ユーザ管理機能を使用する場合のグローバルセッショ
ン情報」を参照してください。
（a） グローバルセッション情報として指定できるセッション情報
HTTP セッションに登録されるセッション情報の中から，グローバルセッション情報と
して，SFO サーバに引き継ぐセッション情報を選択します。
グローバルセッション情報として指定できるセッション情報は，HTTP セッションに登
録された一部，またはすべてです。HTTP セッションに登録される一部のセッション情
報をグローバルセッション情報として指定する場合は，GSInfoKey-RW パラメタまたは
GSInfoKey-R パラメタで，SFO サーバに引き継ぐセッション情報のキー名称を指定しま
す。HTTP セッションに登録されるすべてのセッション情報をグローバルセッション情
報として指定する場合は，GSInfoKey-RW パラメタまたは GSInfoKey-R パラメタで，*
（半角アスタリスク）を指定します。
グローバルセッション情報を選択するときの留意事項を次に示します。
• グローバルセッション情報として，HTTP セッションに登録されたすべてのセッショ
ン情報を指定すると，引き継ぐ必要のない情報が HTTP セッションに登録されている
場合にリクエスト処理のパフォーマンスが低下することがあります。このため，必要
最小限のセッション情報を，グローバルセッション情報として SFO サーバに引き継ぐ
ように設定することをお勧めします。必要最小限のグローバルセッション情報を引き
継ぐことで，SFO サーバのパフォーマンスの向上を図れます。
（b） グローバルセッション情報として指定できるセッション情報のデータ型
グローバルセッション情報として指定できるセッション情報には，次のデータ型が指定
できます。
• java.lang.String クラスのオブジェクト
• byte 型配列
• 直列化可能クラスのオブジェクト
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データ型に java.lang.String クラスのオブジェクト以外を指定する場合は，どのデータ
型のセッション情報に対して引き継ぎを許可するかを，GSInfoTypeByteArrayEnable パ
ラメタまたは GSInfoTypeSerializableEnable パラメタで設定します。
グローバルセッション情報として，指定したデータ型以外のオブジェクトが HTTP セッ
ションに登録されると，SFO サーバへのセッション情報の引き継ぎでエラーが発生し，
セッション情報は保持されません。引き継ぎ対象外のオブジェクトが HTTP セッション
に登録された場合の，引き継ぎ対象外のオブジェクトの扱いについては，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
グローバルセッション情報のデータ型を指定するときの留意事項を次に示します。
• 引き継ぎ対象のセッション情報のデータ型が，直列化可能クラスのオブジェクトの場
合，グローバルセッション情報の更新処理や，引き継ぎ処理で，オブジェクトのシリ
アライズ処理またはデシリアライズ処理が必要になります。このため，引き継ぐ必要
のない情報を含むクラスの場合，性能が低下する原因となることがあります。また，
シリアライズ処理およびデシリアライズ処理では，引き継ぎ対象の HTTP セッション
に登録されたオブジェクトだけでなく，そのオブジェクトから参照されるオブジェク
トも処理の対象となるため，SFO サーバのパフォーマンスが低下することがありま
す。
グローバルセッション情報として引き継ぐセッション情報のデータ型には，
java.lang.String クラスのオブジェクトまたは byte 型配列を指定することをお勧めし
ます。
（c） グローバルセッション情報の種別
グローバルセッション情報として選択したセッション情報を書き換え可能な情報とする
か，または読み取り専用の情報とするか，どちらかを選択します。
なお，複数のグローバルセッション情報を選択した場合，それぞれのグローバルセッ
ション情報に対して種別を指定してください。
グローバルセッション情報の種別の選択基準を次に示します。
● 書き換え可能なグローバルセッション情報とする場合
HTTP セッションに登録されたあと，更新が必要となるセッション情報です。
次に示す性質を持つセッション情報の場合，書き換え可能なグローバルセッション情
報としてください。
• HTTP セッションに登録されたあと，更新または削除が必要なセッション情報であ
る。
• リクエスト処理の推移とともに更新される可能性のあるセッション情報である。
なお，書き換え可能なグローバルセッション情報は，SFO サーバに障害が発生した場
合，破棄されます。
● 読み取り専用のグローバルセッション情報とする場合
HTTP セッションに登録されたあと，更新されないセッション情報です。
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ログイン情報などのように，HTTP セッションに一度登録したあと，更新されない
セッション情報の場合，読み取り専用のグローバルセッション情報としてください。
なお，読み取り専用のグローバルセッション情報は，SFO サーバに障害が発生して
も，そのまま使用できます。例えば，J2EE アプリケーションのログイン情報などを，
読み取り専用グローバルセッション情報に設定すると，SFO サーバで障害が発生した
場合でも，ユーザに対して再ログインを要求する必要がありません。このため，障害
発生時のユーザへの影響を軽減できます。
（d） 統合ユーザ管理機能を使用する場合のグローバルセッション情報
統合ユーザ管理機能を使用する場合のセッション情報は，HTTP セッションに登録した
あと変更が必要になるため，書き換え可能なグローバルセッション情報
（GSInfoKey-RW パラメタ）を選択してください。また，GSInfoKey-RW パラメタには，
「com.cosminexus.admin.auth.user_data」を設定してください。

（3） グローバルセッション情報の最大サイズ
SFO サーバに格納するグローバルセッション情報の一つ当たりの最大サイズを指定しま
す。SFO サーバで冗長化できるグローバルセッション情報のサイズは，デフォルトでは
1,024 バイトまでです。冗長化するグローバルセッション情報の文字数がこの値を超える
場合は，設定を変更する必要があります。グローバルセッション情報の最大サイズの設
定に使用する初期化パラメタは，GSInfosLengthMax パラメタです。
なお，グローバルセッション情報の最大サイズを小さくすることにより，SFO サーバの
メモリの消費量を削減できます。ご使用の環境に応じて，グローバルセッション情報の
最大サイズに適切な値を設定してください。
グローバルセッション情報の最大サイズの見積もり式は，統合ユーザ管理機能を使用す
る場合と使用しない場合とで異なります。それぞれの場合の見積もり式について説明し
ます。
（a） 統合ユーザ管理機能を使用しない場合
統合ユーザ管理機能を使用しない場合のグローバルセッション情報の最大サイズの見積
もり式を次に示します。直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き
継ぎを許可しているかどうか（GSInfoTypeSerializableEnable パラメタの指定）によっ
て，見積もり式が異なります。
● 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎを許可していない
場合
グローバルセッション情報の最大サイズ
＝各グローバルセッション情報のキー※1の文字列長の合計
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクトのサイズの最大長※2の合計
＋区切り文字数※3
＋HTTPセッションの有効期間情報※4
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注※ 1
グローバルセッション情報の設定に使用する初期化パラメタ，GSInfoKey-RW パラメタまたは
GSInfoKey-R パラメタに指定したキーです。
注※ 2
グローバルセッション情報が java.lang.String クラスの場合，最大長は「最大文字列長」にな
ります。また，グローバルセッション情報が byte 型配列の場合，最大長は「byte 型配列の最大
長 +5」になります。
注※ 3
区切り文字数は，2 ×（設定したグローバルセッション情報の数）-1 で算出できます。これは，
区切り文字には，グローバルセッション情報間の区切り文字と，各グローバルセッション情報
のキーと値の区切り文字が含まれるためです。
注※ 4
HTTP セッションの有効期間情報は 4 バイトです。

ただし，グローバルセッション情報が java.lang.String クラスの場合，文字列を
UTF-8 の文字エンコーディングで URL エンコードして冗長化します（URL エンコー
ドには java.net.URLEncoder クラスを使用します）。そのため，グローバルセッショ
ン情報の文字列長は，セッション情報の文字列長と異なることがあります。文字種ご
との URL エンコード後の文字列長を次の表に示します。
表 9-17

文字種ごとの URL エンコード後の文字列長

項番
1

文字種
ASCII 文
字

文字列長（バイト）

英数字（0 〜 9 および a 〜 Z）および次に示す特殊文字
• ピリオド（.）
• ハイフン（-）
• アスタリスク（*）
• アンダースコア（_）

1

上記以外の ASCII 文字

3

2

JIS X 0201 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9

3

JIS X 0208 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9

4

JIS X 0212 のすべての非 ASCII 文字

6 または 9

5

Windows-31J の拡張文字

9

6

Unicode の補助文字（基本多言語面以外の文字）

12

7

JIS X 0213 の第 3，第 4 水準漢字

9 または 12

このため，グローバルセッション情報のサイズは，セッション情報の文字列を文字種
ごとに URL エンコード後の文字列長に変換してから，それらを合計して見積もる必
要があります。
n 種類のグローバルセッション情報を設定した場合の見積もり式の例を次に示します。
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グローバルセッション情報の最大サイズ
＝グローバルセッション情報1のキーの文字数
＋グローバルセッション情報2のキーの文字数
：
＋グローバルセッション情報nのキーの文字数
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクト1の最大サイズ長
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクト2の最大サイズ長
：
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクトnの最大サイズ長
＋（2n-1）
＋4

参考
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，HTTP セッションに含まれ
るセッション情報ごとのバイト数が出力できます。出力されたサイズ情報を参考にして，グ
ローバルセッション情報の最大サイズに適切な値を設定してください。グローバルセッショ
ン情報のサイズ見積もり機能については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のグロー

バルセッション情報のサイズの見積もりに関する説明を参照してください。

● 直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎを許可している場
合
グローバルセッション情報の最大サイズ
＝各グローバルセッション情報のキー※1のシリアライズ後のバイト数合計
＋各HTTPセッションに登録されたオブジェクトのシリアライズ後のバイト数合計
＋HTTPセッションの有効期間情報※2

注
シリアライズは，一つの HTTP セッションに対して，一つの java.io.ObjectOutputStream の
オブジェクトを使用して実施します。
注※ 1
グローバルセッション情報の設定に使用する初期化パラメタ，GSInfoKey-RW パラメタまたは
GSInfoKey-R パラメタに指定したキーです。
注※ 2
HTTP セッションの有効期間情報は 4 バイトです。

n 種類のグローバルセッション情報を設定した場合の見積もり式の例を次に示します。
グローバルセッション情報の最大サイズ
＝グローバルセッション情報1のキーのシリアライズ後のバイト数
＋グローバルセッション情報2のキーのシリアライズ後のバイト数
：
＋グローバルセッション情報nのキーのシリアライズ後のバイト数
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクト1のシリアライズ後のバイト数
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクト2のシリアライズ後のバイト数
：
＋HTTPセッションに登録されたオブジェクトnのシリアライズ後のバイト数
＋4

注
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シリアライズは，一つの HTTP セッションに対して，一つの java.io.ObjectOutputStream の
オブジェクトを使用して実施します。

参考
グローバルセッション情報のサイズ見積もり機能を使用すると，各情報のシリアライズ後の
バイト数が出力できます。出力されたサイズ情報を参考にして，グローバルセッション情報
の最大サイズに適切な値を設定してください。グローバルセッション情報のサイズ見積もり
機能については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」のグローバルセッション情報のサ

イズの見積もりに関する説明を参照してください。

（b） 統合ユーザ管理機能を使用する場合
統合ユーザ管理機能を使用する場合のグローバルセッション情報の最大サイズの見積も
り式を次に示します。

グローバルセッション情報の最大サイズ
＝統合ユーザ管理で使用する値
＋ユーザアプリケーションで使用する値

統合ユーザ管理で使用する値は，統合ユーザ管理フレームワークの API を使用する場合
とタグライブラリを使用する場合で異なります。また，パスワード保存機能を使用する
かどうかによっても異なります。それぞれの場合の統合ユーザ管理で使用する値の計算
式を次に示します。
● API を使用し，パスワード保存機能を使用する場合
統合ユーザ管理で使用する値
＝｛1,500＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋パスワードの最大長
＋1,200）×レルム数｝×2

● API を使用し，パスワード保存機能を使用しない場合
統合ユーザ管理で使用する値
＝｛1,500＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長＋1,200）×レルム数｝×2

● タグライブラリを使用し，パスワード保存機能を使用する場合
統合ユーザ管理で使用する値
＝｛1,500＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長
＋loginタグのid属性値の長さ＋loginタグのentry属性値の長さ
＋パスワードの最大長＋1,200）×レルム数｝×2

● タグライブラリを使用し，パスワード保存機能を使用しない場合
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統合ユーザ管理で使用する値
＝｛1,500＋（レルム名の長さ＋ユーザ名の最大長
＋loginタグのid属性値の長さ＋loginタグのentry属性値の長さ
＋1,200）×レルム数｝×2

ポイント
計算式中の 1,500 と 1,200 は固定値です。統合ユーザ管理の管理情報を保存するために必要
な値です。なお，この値はオブジェクトをシリアライズしたときのバイト数の最大値を基に
算出しています。

！

注意事項
セッションフェイルオーバ用フィルタの設定に誤りがある場合，セッションフェイルオーバ
が正しく行われませんので注意してください。
統合ユーザ管理では，GIDCookieName パラメタが示す値が取得できたときに統合ユーザ管
理でのセッションフェイルオーバ機能を有効にしますが，統合ユーザ管理からはセッション
フェイルオーバ用フィルタの内容が正しいかチェックできません。このため，フィルタの設
定に誤りがあった場合，実際にフェイルオーバが発生するまで誤りに気づかないおそれがあ
ります。

（4） グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称
グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称を指定します。SFO サーバの
名称の設定に使用する初期化パラメタは，SFOServerName パラメタです。
グローバルセッション情報を格納する SFO サーバは，Web アプリケーションが配置され
ている J2EE サーバのグローバルセッション情報を格納する SFO サーバから選択しま
す。
J2EE サーバのグローバルセッション情報を格納する SFO サーバは，Smart Composer
機能の簡易構築定義ファイルの sfo-tier で定義します。グローバルセッション情報を格納
する SFO サーバの設定については，「6.2.3

セッション情報の引き継ぎを行う J2EE

サーバの設定」を参照してください。

ポイント
システム内に複数の SFO サーバを配置する場合，セッションフェイルオーバ機能を使用す
る Web アプリケーション単位に，SFO サーバを割り当てることをお勧めします。Web アプ
リケーション単位に SFO サーバを割り当てることにより，SFO サーバでの障害発生時の影
響範囲を特定の J2EE アプリケーションに限定させることができます。システム内に複数の
SFO サーバを配置する場合の設定例を次の図に示します。
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システム内に複数の SFO サーバを配置する場合の設定例

（5） グローバルセッションの制御方法
グローバルセッションの制御方法を指定します。グローバルセッションの制御方法の設
定に使用する初期化パラメタは，GSessionControl パラメタです。
GSessionControl パラメタに指定した値に応じて，Web クライアントに対するグローバ
ルセッション ID の送信方法，および Web クライアントからのグローバルセッション ID
の受信方法が決まります。
GSessionControl パラメタに指定できる値と意味を次の表に示します。
表 9-18
指定値

GsessionControl パラメタの指定値と意味
意味

cookie

グローバルセッション情報の制御に HTTP Cookie を使用します。

url-rewriting

グローバルセッション情報の制御に URL 書き換えを使用します。

both

グローバルセッション情報の制御に HTTP Cookie および URL 書き換えの両方を使用
します。
Web クライアントが HTTP Cookie をサポートしているかどうかを判別して，必要に
応じて HTTP Cookie による制御と URL 書き換えによる制御を切り替えます。
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！

注意事項
Smart Composer 機能で構築する，セッションフェイルオーバ機能を使用したシステムで
は，HTTP Cookie によるグローバルセッション情報の制御に対応していますが，URL 書き
換えによるグローバルセッション情報の制御には対応していません。グローバルセッション
情報の制御に URL 書き換えを使用するシステムは，運用管理ポータル，またはファイル編
集とコマンド実行で構築してください。運用管理ポータルの場合は，マニュアル
「Cosminexus

運用管理操作ガイド」を，ファイル編集とコマンド実行の場合は，マニュア

ル「Cosminexus

リファレンス

定義編」およびマニュアル「Cosminexus

リファレンス

コマンド編」を参照してください。

（6） グローバルセッション ID の送信に使用する Cookie の名称
HTTP Cookie を使用してグローバルセッションを制御している場合，グローバルセッ
ション ID は，HTTP レスポンスヘッダの Set-Cookie ヘッダに設定されて，Web クライ
アント（ブラウザなど）に送信されます。
グローバルセッション ID を設定する Cookie に任意の名称を指定します。Cookie の名称
の設定に使用する初期化パラメタは，GIDCookieName パラメタです。
Cookie の名称は，Web アプリケーション単位に指定できます。ただし，次に示す
Cookie の名称と同じ値を指定することはできません。
• HTTP セッションのセッション ID の送信に使用する Cookie の名称「JSESSIONID」
• HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスに付加されるサーバ ID の
Cookie の名称
HTTP セッションを生成したリクエストのレスポンスにサーバ ID の Cookie を付加す
る機能を有効にしている場合に確認が必要です。
この機能を有効にしているかどうか，および付加されるサーバ ID の Cookie の名称に
ついては，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内で，次のパラメタの値を参照してください。
• webserver.container.server_id.enabled
• webserver.container.server_id.name
なお，グローバルセッション ID の送信に使用する Cookie の名称が，上記の Cookie の
名称と重複した場合，Web アプリケーションに定義したセッションフェイルオーバ用
フィルタ（J2EE 仕様で規定された javax.servlet.Filter インタフェースを実装したクラ
ス）の開始処理でエラーとなり，Web アプリケーションを実行できません。

（7） グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名
グローバルセッション ID の送信に使用する URL のパスパラメタ名を指定します。URL
のパスパラメタ名の設定に使用する初期化パラメタは，GIDURLParamName パラメタ
です。
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GSessionControl パラメタに「cookie」を指定した場合，GIDURLParamName パラメ
タに設定した値は無効になります。なお，GSessionControl パラメタに「cookie」を指定
した場合，GIDURLParamName パラメタに設定した値はチェックされません。このた
め，GIDURLParamName パラメタに不正な値を設定した場合も，検出はされません。

！

注意事項
Web アプリケーション内で使用する URL のパスパラメタと同じ名称を，
GIDURLParamName パラメタで指定しないでください。指定した場合，セッションフェ
イルオーバ機能が正しく動作しません。

（8） グローバルセッション情報のロック待ちタイムアウト
すでにロックされた状態のセッションに対して，別の J2EE サーバからロック要求が
あった場合に，ロック解除待ちがタイムアウトになるまでの時間を設定します。グロー
バルセッション情報のロック待ちタイムアウトの設定に使用する初期化パラメタは，
LockTimeout パラメタです。
J2EE サーバから SFO サーバに対してグローバルセッション情報のロック取得要求をし
たあとで J2EE サーバに障害が発生して停止した場合，SFO サーバ上のグローバルセッ
ション情報がロックされたままの状態になってしまうおそれがあります。グローバル
セッション情報のロック待ちタイムアウト時間は，このような場合に，J2EE サーバに障
害が発生したと判断するために使用される時間です。このタイムアウト時間を超えると，
SFO サーバ上のロックは解除されます。
また，次のような場合にロックされたままの状態になったときにも，このタイムアウト
時間が有効になります。これらの状態は，負荷分散機を利用している環境で発生するこ
とがあります。
● ページにフレームを使用している場合など，同じセッションを使用するリクエストが
同時に送信され，それぞれのリクエストが負荷分散機のスケジュール機能によって異
なる J2EE サーバに分散されて転送された場合
● ユーザの操作によってリクエストが二重に送信された場合など，リクエストを送信し
て応答が返されるよりも前に次のリクエストを送信したときに，それぞれのリクエス
トが負荷分散機のスケジュール機能によって異なる J2EE サーバに分散されて転送さ
れた場合
なお，クライアントから同時に実行されることが想定される Web アプリケーションがあ
る場合，その処理に要する時間を考慮して，グローバルセッション情報のロック待ちタ
イムアウト時間を指定してください。

（9） byte 型配列であるセッション情報の引き継ぎ許可
byte 型配列であるセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうかを指定します。
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GSInfoTypeByteArrayEnable パラメタに true を指定した場合には，byte 型配列のセッ
ション情報は引き継ぎ対象となります。
GSInfoTypeByteArrayEnable パラメタに false を指定した場合には，byte 型配列のセッ
ション情報は引き継ぎ対象となりません。このため，byte 型配列のセッション情報の場
合は，グローバルセッション情報の更新時にエラーとなります。

（10）直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報の引き継ぎ
許可
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッション情報を引き継ぎ対象とするかどうか
を指定します。
GSInfoTypeSerializableEnable パラメタに true を指定した場合には，直列化可能クラ
スのオブジェクトであるセッション情報は引き継ぎ対象となります。
GSInfoTypeSerializableEnable パラメタに false を指定した場合には，直列化可能クラ
スのオブジェクトであるセッション情報は引き継ぎ対象となりません。

（11）属性ファイルの記述例
属性ファイルの記述例を示します。
（a） 統合ユーザ管理機能を使用しない場合
統合ユーザ管理機能を使用しない場合の属性ファイルの記述例を次に示します。この例
は，HTTP Cookie を使用してグローバルセッションを制御し，byte 型配列のセッション
情報を引き継ぐ場合の例です。
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● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-RW</param-name>
<param-value>page</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-R</param-name>
<param-value>userId;roll</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfosLengthMax</param-name>
<param-value>44</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>SFOServerName</param-name>
<param-value>sfo_server1</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSessionControl</param-name>
<param-value>cookie</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDCookieName</param-name>
<param-value>SFOSESSIONID</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>LockTimeout</param-name>
<param-value>180</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoTypeByteArrayEnable</param-name>
<param-value>true</param-value>
</init-param>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

この記述例で設定される内容は，次のとおりです。
• 書き換え可能なグローバルセッション情報として，「page」の値を格納します。
• 読み取り専用のグローバルセッション情報として，「UserID」および「Roll」の 2 種
類の値を格納します。
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• グローバルセッション情報の最大サイズとして，49 を設定します。
最大サイズは，次の式で算出します。なお，ここでは，page（4 文字）の値は 1 〜 2
文字の ASCII 文字列，UserID（6 文字）の値は 1 〜 12 バイトの byte 型配列，roll
（4 文字）の値は 1 〜 7 文字の ASCII 文字列とします。
（4 ＋ 4 ＋ 6）+（2 ＋ 7 ＋（12 ＋ 5）
）＋（2 × 3-1）＋ 4 ＝ 49
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称は，
「sfo_server1」としま
す。
• グローバルセッションの制御には，HTTP Cookie を使用します。
• グローバルセッション ID の送信に使用する Cookie の名称は，「SFOSESSIONID」
とします。
• グローバルセッション情報のロック待ちタイムアウトは，
「180 秒」とします。
• byte 型配列のセッション情報を引き継ぐため，GSInfoTypeByteArrayEnable パラメ
タに true を指定します。
（b） 統合ユーザ管理機能を使用する場合
統合ユーザ管理機能を使用する場合の属性ファイルの記述例を次に示します。この例は，
HTTP Cookie を使用してグローバルセッションを制御している場合の例です。
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● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-RW</param-name>
<param-value>com.cosminexus.admin.auth.user_data</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoKey-R</param-name>
<param-value></param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfosLengthMax</param-name>
<param-value>10380</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>SFOServerName</param-name>
<param-value>sfo_server1</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSessionControl</param-name>
<param-value>cookie</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GIDCookieName</param-name>
<param-value>GSESSIONID</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>LockTimeout</param-name>
<param-value>30</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>GSInfoTypeByteArrayEnable</param-name>
<param-value>false</param-value>
</init-param>
</filter>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.sfo.web.SFOFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

この記述例で設定される内容は，次のとおりです。
• 書き換え可能なグローバルセッション情報として，
「com.cosminexus.admin.auth.user_data」の値を格納します。
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• グローバルセッション情報の最大サイズとして，10,380 文字を設定します。
最大サイズは，次の式で算出します。
｛1,500 ＋ (10 ＋ 20 ＋ 1,200）× 3｝× 2 ＝ 10,380
なお，ここでは，次の条件で最大サイズを算出しています。
• API を使用する。
• パスワード保存機能は使用しない。
• レルム名の長さ：10
• ユーザ名の最大長：20
• レルム数（シングルサインオンを使用するシステムの数）
：3
• グローバルセッション情報を格納する SFO サーバの名称は，
「sfo_server1」としま
す。
• グローバルセッションの制御には，HTTP Cookie を使用します。
• グローバルセッション ID の送信に使用する Cookie の名称は，「GSESSIONID」とし
ます。
• グローバルセッション情報のロック待ちタイムアウトは，
「30」秒とします。
• グローバルセッション情報として，byte 型配列を使用しないため，
GSInfoTypeByteArrayEnable パラメタに false を指定します。

9.7.3

HTTP レスポンス圧縮フィルタの設定

HTTP レスポンス圧縮フィルタを有効にするためには，次の設定が必要です。
● HTTP レスポンス圧縮フィルタの Web アプリケーションへの組み込み
サーバ管理コマンドを使用した属性ファイルの編集，または Web アプリケーションの
DD（web.xml）の直接編集によって，HTTP レスポンス圧縮フィルタを Web アプリ
ケーションに組み込みます。
ここでは，HTTP レスポンス圧縮フィルタの Web アプリケーションへの組み込みについ
て説明します。
HTTP レスポンス圧縮機能を使用する場合の前提条件や圧縮条件については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」のフィルタリングによる HTTP レスポンスの圧縮に関す
る説明を参照してください。また，HTTP レスポンス圧縮機能を使用する Web アプリ
ケーション開発時の留意事項については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の
HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用するアプリケーションの実装に関する説明を参照
してください。

（1） HTTP レスポンス圧縮フィルタの Web アプリケーションへの組み込
み
Web アプリケーションへの HTTP レスポンス圧縮フィルタの組み込みには，サーバ管理
コマンドを使用した属性ファイルの編集による方法と，Server Plug-in を使用する方法
と，Web アプリケーションの DD（web.xml）の直接編集による方法の 3 種類がありま
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す。ここでは，サーバ管理コマンドで属性ファイルを編集してフィルタを組み込む方法
について説明します。Server Plug-in を使用したフィルタの組み込みについては，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。ま
た，Web アプリケーションの DD（web.xml）の直接編集によるフィルタの組み込みに
ついては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の HTTP レスポンス圧縮フィルタを
使用するアプリケーションの実装に関する説明を参照してください。
Web アプリケーションに HTTP レスポンス圧縮フィルタを組み込むために，フィルタ属
性ファイルおよび WAR 属性ファイルに設定する内容を次の表に示します。なお，属性
ファイルの取得，編集した属性ファイルの設定の手順については，
「9.7.1(2)

built-in

フィルタの組み込み手順」を参照してください。
表 9-19
設定項目

フィルタ定義

属性ファイルでの設定内容（HTTP レスポンス圧縮フィルタ）
属性ファ
イル名
フィルタ
属性ファ
イル

URL パター
ンと HTTP
レスポンス圧
縮規則のマッ
ピング

タグ名
<filter-name>
タグ

追加するフィルタ名称を指定します。設定値は，固定
値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.web.ResponseCompre
ssionFilter

<filter-class>
タグ

追加するフィルタのクラス名を指定します。設定値
は，固定値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.web.ResponseCompre
ssionFilter

<init-param>
タグ内の
<param-name>
タグ，
<param-value>
タグ

URL パターンと HTTP レスポンス圧縮機能のマッピ
ングを指定します。
詳細については，「(a) URL パターンと HTTP レス
ポンス圧縮規則のマッピングについて」を参照してく
ださい。

HTTP レスポ
ンス圧縮規則

フィルタマッ
ピング定義

設定内容

HTTP レスポンスの圧縮規則として，圧縮規則名，
Media-Type と圧縮しきい値を指定します。
詳細については，「(b) HTTP レスポンス圧縮規則に
ついて」を参照してください。
WAR 属性
ファイル

<filter-mapping
> タグ内の
<filter-name>
タグ

フィルタ名称を指定します。設定値は，固定値です。
設定値（固定値）
com.hitachi.software.was.web.ResponseCompre
ssionFilter

<filter-mapping
> タグ内の
<url-pattern>
タグ

URL パターンやサーブレットクラスと，HTTP レス
ポンス圧縮フィルタのマッピングを指定します。
HTTP レスポンス圧縮機能は，フィルタマッピング定
義によって，マッピングされた URL パターンを持つ
リソースに対してリクエストがあった場合だけ有効と
なります。
設定値は，任意です。
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（a） URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規則のマッピングについて
HTTP レスポンス圧縮機能が有効となる URL パターンと，指定した URL パターンに適
用する HTTP レスポンス圧縮規則のマッピングを指定します。
URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規則のマッピングは，フィルタ属性ファイルの
<init-param> タグで定義します。初期化パラメタの名前（<param-name> タグ）には，
「url-mapping」を指定します。また，初期化パラメタの値（<param-value> タグ）に
は，URL パターンと HTTP レスポンス圧縮機能のマッピングを指定します。デフォルト
の設定では，URL パターン「/*」にデフォルトのレスポンス圧縮規則がマッピングされ
ます。
パラメタ指定時の規則を示します。
• URL パターンは，大文字と小文字が区別されます。
• HTTP レスポンス圧縮規則名は，大文字と小文字が区別されます。
• URL パターンと HTTP レスポンス圧縮規則名は，半角のイコール（=）で区切りま
す。
• 複数指定する場合は，半角のセミコロン（;）で区切ります。
• 複数の URL パターンに該当する場合は，先に指定したものが使用されます。
• パラメタ値の改行，タブ，スペースは無視されます。
• パラメタ値の末尾にある半角のセミコロン（;）は無視されます。
url-mapping パラメタに定義する URL パターンは，パス一致，拡張子一致，および完全
一致のマッピング規則が適用されます。それぞれのマッピング規則を次に示します。
● パス一致
URL パターンとして「/」で始まり「/*」で終わる文字列を指定した場合は，リクエス
ト URL のコンテキストルートからの相対パスが URL パターンの「*」を除く文字列
で始まっているときに一致します。また，URL パターンとして「/*」を指定した場合
は，すべてのリクエスト URL が一致します。
（例）
URL パターンが「/jsp/*」で，リクエスト URL のコンテキストルートからの相
対パスが「/jsp/index.jsp」の場合に一致します。
● 拡張子一致
URL パターンとして「*.」で始まる文字列を指定した場合は，リクエスト URL の拡
張子と URL パターンの「*.」に続く文字列が同じときに一致します。
（例）
URL パターンが「*.jsp」で，リクエスト URL のコンテキストルートからの相対
パスが「/jsp/index.jsp」の場合に一致します。
● 完全一致
URL パターンとして「/」で始まる上記以外の文字列を指定した場合は，リクエスト
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URL のコンテキストルートからの相対パスがこの URL パターンと完全に同じときに
一致します。
（例）
URL パターンが「/jsp/index.jsp」で，リクエスト URL のコンテキストルートか
らの相対パスが「/ jsp/index.jsp」の場合に一致します。
（b） HTTP レスポンス圧縮規則について
レスポンス圧縮規則が有効となる URL パターンに適用するレスポンス圧縮規則を設定し
ます。
レスポンス圧縮規則は，フィルタ属性ファイルの <init-param> タグで定義します。初期
化パラメタの名前（<param-name> タグ）には，圧縮規則名を指定します。また，初期
化パラメタの値（<param-value> タグ）には，圧縮する HTTP レスポンスの
Media-Type と圧縮しきい値を指定します。
Media-Type
HTTP レスポンス圧縮機能では，条件として指定した Media-Type が HTTP レスポ
ンスに含まれる場合に，HTTP レスポンスを圧縮します。
圧縮しきい値
圧縮しきい値とは，HTTP レスポンスボディのサイズによって，HTTP レスポンス
を圧縮するかどうかを判定するためのしきい値です。HTTP レスポンス圧縮機能で
は，HTTP レスポンスボディのサイズが圧縮しきい値に定義したサイズを超える場
合に，HTTP レスポンスを圧縮します。
圧縮しきい値を定義することで，HTTP レスポンスのサイズが小さい場合に，
HTTP レスポンスの圧縮に掛かる時間が，通信に掛かる時間よりも大きくならない
ようにします。
圧縮しきい値は，圧縮するリソースの種別と通信回線の速度によって適切なサイズ
が決まるので，圧縮しきい値に定義するサイズは実測で求め，適切なサイズを定義
することをお勧めします。圧縮しきい値は，100 から 2,147,483,647 までの整数値
で指定します。デフォルトの設定では，すべての Media-Type に対して圧縮しきい
値「100」が適用されます。
パラメタ指定時の規則を示します。
• Media-Type にアスタリスク（*）を指定した場合は，すべての Media-Type を表しま
す。ただし，Media-Type ごとの指定がある場合は，Media-Type ごとの指定が優先さ
れます。
• Media-Type は，大文字と小文字が区別されません。
• Media-Type と圧縮しきい値は，半角のコロン（:）で区切ります。
• 複数指定する場合は半角のセミコロン（;）で区切ります。
• 同じ Media-Type を複数指定した場合はあとに指定したものが使用されます。
• パラメタ値の改行・タブ・スペースは無視されます。
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• パラメタ値の末尾にある半角のセミコロン（;）は無視されます。

（2） 注意事項
HTTP レスポンス圧縮フィルタの設定時の注意事項を次に示します。
● レスポンス圧縮用フィルタの初期化時に，フィルタ属性ファイルに定義された初期化
パラメタの妥当性をチェックします。ここで初期化パラメタに定義された値に問題が
ある場合は，フィルタの初期化処理でエラーとなり，Web アプリケーションは開始し
ません。
● リクエスト URL が url-mapping パラメタに指定した URL パターンに一致しても，
レスポンス圧縮用フィルタがマッピングされている URL パターンに一致しない場合
は，url-mapping パラメタに指定したレスポンス圧縮規則が適用されることはありま
せん。
● レスポンス圧縮フィルタに複数の URL パターンをマッピングする場合は，リクエス
ト URL が同時に複数の URL パターンに一致しないようにフィルタマッピングの定義
を記述する必要があります。複数の URL パターンに対して異なるレスポンス圧縮機
能を設定する場合は，url-mapping パラメタに複数の URL パターンを指定してくだ
さい。
● セッションフェイルオーバ機能を使用している場合は，セッションフェイルオーバ用
フィルタのフィルタマッピングの定義よりも下にレスポンス圧縮フィルタのフィルタ
マッピングの定義を記述してください。
● Web アプリケーションのバージョンが Servlet2.4 の場合，<filter-mapping> タグの要
素，および <dispatcher> タグは指定しないでください。また，<dispatcher> タグで
「FORWARD」
，「INCLUDE」
，「ERROR」を指定した場合，Web アプリケーションの
開始時にエラーが発生し，アプリケーションが開始できないので，注意してください。

（3） 属性ファイルの記述例
次に示すそれぞれの場合を例に，属性ファイルの記述例を示します。
• HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合
• URL パターンで圧縮条件を指定する場合
• HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合
• 圧縮条件を組み合わせて指定する場合
（a） HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合
HTTP レスポンスのボディサイズで圧縮条件を指定する場合の記述例を示します。
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● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/*=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:1000;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

記述例では，URL パターンが「/*」のアクセスに対する HTTP レスポンスで，ボディサ
イズが 1,000 バイトを超えるものを圧縮します。
（b） URL パターンで圧縮条件を指定する場合
URL パターンで圧縮条件を指定する場合の定義例を示します。
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● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/app/dir/*=rule1;
*.html=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:100;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

記述例では，URL パターンが「/app/*」のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条
件を満たすものを圧縮します。
• HTTP リクエストの URL パターンが「/app/dir/*」で，ボディサイズが 100 バイトを
超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが「*.html」で，ボディサイズが 100 バイトを超
える HTTP レスポンス
（c） HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合
HTTP レスポンスの Media-Type で圧縮条件を指定する場合の定義例を示します。

444

9.

リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/*=rule1;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
text/html:500;
application/pdf:1000;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

記述例は URL パターンが「/*」のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条件を満た
すものを圧縮します。
• Media-Type が「text/html」でボディサイズが 500 バイトを超える HTTP レスポンス
• Media-Type が「application/pdf」でボディサイズが 1,000 バイトを超える HTTP レ
スポンス
（d） 圧縮条件を組み合わせて指定する場合
次に示す例のように，圧縮条件を組み合わせて定義することもできます。
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● フィルタ属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<filter-class>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-class>
<init-param>
<param-name>url-mapping</param-name>
<param-value>
/app/dir1/*=rule1;
/app/dir2/*=rule2;
*.html=rule3;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule1</param-name>
<param-value>
*:500;
application/pdf:1000;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule2</param-name>
<param-value>
application/pdf:2000;
</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>rule3</param-name>
<param-value>
*:100;
</param-value>
</init-param>
</filter>
：
（省略）

● WAR 属性ファイルの記述例
（省略）
：
<filter-mapping>
<filter-name>com.hitachi.software.was.web.ResponseCompressionFilter</
filter-name>
<url-pattern>/app/*</url-pattern>
</filter-mapping>
：
（省略）

定義例では，URL パターンが「/app/*」のアクセスに対する HTTP レスポンスで次の条
件を満たすものを圧縮します。
• HTTP リクエストの URL パターンが「/app/dir1/*」で Media-Type が「application/
pdf」以外，ボディサイズが 500 バイトを超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが「/app/dir1/*」で Media-Type が「application/
pdf」
，ボディサイズが 1,000 バイトを超える HTTP レスポンス
• HTTP リクエストの URL パターンが「/app/dir2/*」で Media-Type が「application/
pdf」
，ボディサイズが 2,000 バイトを超える HTTP レスポンス
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• HTTP リクエストの URL パターンが「*.html」でボディサイズが 100 バイトを超え
る HTTP レスポンス
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9.8 リソースまたは J2EE アプリケーションの
別名の設定
この節では，リソースまたは J2EE アプリケーションの別名の設定について説明します。

9.8.1

リソースの別名の設定

別名は，サーバ管理コマンドを使用して設定します。設定に使用するコマンドおよび属
性ファイルは，リソースの種別ごとに異なります。
リソースの種別と別名を設定するコマンドおよび属性ファイルを次の表に示します。
表 9-20

リソースの種別と別名を設定するコマンドおよび属性ファイル

リソースの種別

コマンド

属性ファイル

リソースアダプ
タ

cjsetrarprop コ
マンド

Connector 属性ファイ
ル

メールコンフィ
グレーション

cjsetresprop コ
マンド

メール属性ファイル

JavaBeans リ
ソース

cjsetjbprop コマ
ンド

JavaBeans リソース属
性ファイル

指定するタグ
<resource-external-property> −
<optional-name> タグ

<resource-env-external-property> −
<optional-name> タグ

属性ファイルでの別名の指定例を次に示します。この例は，Connector 属性ファイルを
使用して，リソースアダプタに別名を設定する場合の例です。

<hitachi-connector-property>
<description></description>
<display-name>DB_Connector_for_Oracle</display-name>
<icon />
<vendor-name>Hitachi, Ltd.</vendor-name>
:
<runtime>
<resource-external-property>
<description></description>
<optional-name>jdbc/TestDB1</optional-name>
<res-auth>Container</res-auth>
<res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
</resource-external-property>
</runtime>
</hitachi-connector-property>

この例の場合は，DB Connector の別名として「jdbc/TestDB1」が設定されます。

9.8.2

J2EE アプリケーションに含まれる Enterprise Bean の
別名の設定

別名は，サーバ管理コマンド（cjsetappprop コマンド）を使用して設定します。設定に
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使用する属性ファイルは，Enterprise Bean の種別ごとに異なります。リモートインタ
フェースに対する別名は，属性ファイルの <optional-name> タグに指定します。ローカ
ルインタフェースに対する別名は，属性ファイルの <local-optional-name> タグに指定し
ます。
属性ファイルでの別名の指定例を次に示します。この例は，SessionBean 属性ファイル
を使用して，Stateful Session Bean に別名を設定する場合の例です。

<hitachi-session-bean-property>
<display-name>MyAdder</display-name>
<session-type>Stateful</session-type>
<transaction-type>Container</transaction-type>
<runtime>
<lookup-name>MyAdder</lookup-name>
<optional-name>user/Adder</optional-name>
<local-optional-name>user/localAdder</local-optional-name>
<maximum-sessions>0</maximum-sessions>
<stateful>
<maximum-active-sessions>0</maximum-active-sessions>
<inactivity-timeout>0</inactivity-timeout>
<removal-timeout>0</removal-timeout>

この例の場合は，リモートインタフェースの別名として「user/Adder」，ローカルインタ
フェースの別名として「user/localAdder」が設定されます。

参考
Enterprise Bean の別名は，アノテーションで設定することもできます。アノテーションに
よって別名が設定されている場合に，サーバ管理コマンドで異なる別名を設定すると，サー
バ管理コマンドで設定した値が有効になります。
詳細は，マニュアル「Cosminexus

機能解説」の別名の設定方法に関する説明を参照して

ください。
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9.9 メッセージインフローを実行する場合のリ
ソースアダプタと J2EE アプリケーション
の設定
この節では，メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプリ
ケーションの設定について説明します。メッセージインフローは，Connector 1.5 仕様に
準拠したリソースアダプタを使用する場合に実行できます。

9.9.1

メッセージインフローを実行する場合のリソースアダ
プタと J2EE アプリケーションの設定の流れ

ここでは，メッセージインフローを実行する場合のリソースアダプタと J2EE アプリ
ケーションの設定の流れについて説明します。設定の流れは，リソースアダプタを J2EE
サーバに直接デプロイして使用するか，J2EE アプリケーションに含めて使用するかに
よって異なります。

（1） リソースアダプタを J2EE サーバに直接デプロイして使用する場合
リソースアダプタを J2EE サーバに直接デプロイして使用する場合の設定の流れを次の
図に示します。
図 9-16

リソースアダプタを J2EE サーバに直接デプロイして使用する場合の設定の流
れ

図中の 1. 〜 5. について説明します。ここでは，サーバ管理コマンドによる操作を示しま
す。
1. Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタをインポートします。
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cjimportres コマンドに -type rar を指定して実行します。
2. リソースアダプタをデプロイします。
cjdeployrar コマンドを実行します。
3. リソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得します。ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
ここでは，管理対象オブジェクトを設定します。設定内容については，
「9.9.2(1) 管理
対象オブジェクトの設定」を参照してください。
4. Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーションをインポートします。
cjimportapp コマンドを使用します。
5. J2EE アプリケーションのプロパティを定義します。
cjgetappprop コマンドに -type all を指定して実行し，アプリケーション統合属性
ファイルを取得します。ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドに -type all を指定
して実行し，編集内容を反映させます。
ここでは，次の項目を設定します。
• Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ
設定内容については「9.9.2(2) Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づ
けの設定」を参照してください。
• Message-driven Bean が使用するインタフェース
設定内容については「9.9.2(3) Message-driven Bean が使用するインタフェースの
設定」を参照してください。
• ActivationSpec の設定
設定内容については「9.9.2(4) ActivationSpec の設定」を参照してください。

（2） リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する場合
リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する場合の設定の流れを次の
図に示します。
図 9-17

リソースアダプタを J2EE アプリケーションに含めて使用する場合の設定の流
れ
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図中の 1. 〜 2. について説明します。なお，ここでは，サーバ管理コマンドによる操作を
示します。
1. Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーションをインポートします。
cjimportapp コマンドを使用します。
2. J2EE アプリケーションのプロパティを定義します。
cjgetappprop コマンドに -type all を指定して実行し，アプリケーション統合属性
ファイルを取得します。ファイル編集後に，cjsetappprop コマンドに -type all を指定
して実行し，編集内容を反映させます。
ここでは，次の項目を設定します。
• 管理対象オブジェクトの情報
設定内容については「9.9.2(1) 管理対象オブジェクトの設定」を参照してください。
• Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ
設定内容については「9.9.2(2) Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づ
けの設定」を参照してください。
• Message-driven Bean が使用するインタフェース
設定内容については「9.9.2(3) Message-driven Bean が使用するインタフェースの
設定」を参照してください。
• ActivationSpec の設定
設定内容については「9.9.2(4) ActivationSpec の設定」を参照してください。

9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定
内容

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定内容について説明します。
設定は，それぞれ Connector 属性ファイルとアプリケーション統合属性ファイル※に指
定します。
注※
この項の説明は，すべてアプリケーション統合属性ファイルを使用する場合の説明
です。cjgetappprop コマンドで Message-driven Bean 属性ファイルを取得した場合
は，Message-driven Bean 属性ファイルに指定できます。Message-driven Bean 属
性ファイルを使用する場合は，
「アプリケーション統合属性ファイルの
<hitachi-connector-property> タグ下」を「Message-driven Bean 属性ファイル」
に読み替えてください。

（1） 管理対象オブジェクトの設定
メッセージインフローで使用する管理対象オブジェクトの設定は，Connector 属性ファ
イルに記述します。
管理対象オブジェクトに設定する内容は，リソースアダプタに依存します。使用するリ
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ソースアダプタのドキュメントを参照してください。
管理対象オブジェクトは，Message-driven Bean と対応づけて使用します。対応づけに
ついては，「(4) ActivationSpec の設定」を参照してください。

（2） Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけの設定
Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけは，アプリケーション統合属性
ファイルの <resource-adapter> タグに指定します。リソースアダプタの表示名を指定し
てください。
<resource-adapter> の階層を次に示します。
<hitachi-message-bean-property>
<message-ref>
<connection-destination>
<resource-adapter>

これらのタグは，DD（ejb-jar.xml）には存在しない要素です。ただし，
<hitachi-message-bean-property> は DD の <message-driven> に対応します。
リソースアダプタとの対応づけは，Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーショ
ンを開始したときに実行されます。なお，次の場合には，Message-driven Bean を含む
J2EE アプリケーションの開始が失敗します。この場合は，KDJE42359-E のメッセージ
が出力されます。
• <resource-adapter> タグにリソースアダプタの表示名が指定されていない場合
• <resource-adapter> タグに指定した表示名のリソースアダプタが開始されていない場
合
• <resource-adapter> タグに指定した表示名のリソースアダプタが見つからない場合
Message-driven Bean は，管理対象オブジェクトとも対応づける必要があります。対応
づけについては，
「(4) ActivationSpec の設定」を参照してください。

参考
Cosminexus では，<message-driven> − <message-destination-link> タグの情報は指定で
きません。

（3） Message-driven Bean が使用するインタフェースの設定
Message-driven Bean が使用するインタフェースは，アプリケーション統合属性ファイ
ルの <messaging-type> タグに記述します。Message-driven Bean が実装するインタ
フェース名を指定してください。
<messaging-type> の階層を次に示します。
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<hitachi-message-bean-property>
<messaging-type>

<hitachi-message-bean-property> は DD（ejb-jar.xml）の <message-driven> に対応し
ます。
Message-driven Bean が使用するインタフェースには，リソースアダプタがサポートし
ているインタフェースを指定する必要があります。リソースアダプタがサポートするイ
ンタフェースは，リソースアダプタの DD（ra.xml）の <messagelistener-type> タグに
指定されています。このタグに指定されている以外のインタフェースを指定した場合は，
Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーションの起動が失敗します。この場合は，
KDJE43167-E のメッセージが出力されます。
リソースアダプタがサポートしているインタフェースは，サーバ管理コマンドの次のコ
マンドでも確認できます。これらのコマンドの引数に，-resname および -inbound を指
定して実行してください。
• cjlistres コマンド
• cjlistrar コマンド
• cjlistapp コマンド
サーバ管理コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマ

ンド編」を参照してください。
なお，<messaging-type> タグの指定を省略した場合は，デフォルト値として
javax.jms.MessageListener インタフェースが使用されます。

参考
javax.jms.MessageListener インタフェースは，EJB2.0 まで固有のメッセージリスナイン
タフェースとして使用されていたインタフェースです。

（4） ActivationSpec の設定
ActivationSpec とは，Message-driven Bean を活性化するために必要な設定を持つ
JavaBeans です。ActivationSpec には，リソースアダプタの設定に合わせて設定が必要
なプロパティがあります。
（a） ActivationSpec の設定の概要
ActivationSpec に設定する値は，アプリケーション統合属性ファイルの
<activation-config> タグ下に記述します。プロパティ名とプロパティ値を指定してくだ
さい。複数指定できます。
<activation-config> の階層を次に示します。
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<hitachi-message-bean-property>
<activation-config>
<activation-config-property>
<activation-config-property-name>
<activation-config-property-value>

ActivationSpec についてのデフォルトの設定値は，リソースアダプタの DD（ra.xml）
に設定できます。<resourceadapter> − <config-property> タグに設定した値が，デフォ
ルト値として使用されます。デフォルト値を記載している場合にアプリケーション統合
属性ファイルで ActivationSpec の値を設定したときには，
<hitachi-message-bean-property> タグ下で指定した値で上書きされます。
ActivationSpec のプロパティとして必ず設定しなくてはいけないプロパティについては，
「(b) 設定が必要なプロパティ」で説明します。
（b） 設定が必要なプロパティ
ActivationSpec の設定では，リソースアダプタの DD（ra.xml）の <activationspec> −
<required-config-property> タグに指定されているプロパティの値を設定する必要があり
ます。設定が必要なプロパティは，サーバ管理コマンドの次のコマンドでも確認できま
す。これらのコマンドの引数に，-resname および -listenertype を指定して実行してく
ださい。
• cjlistres コマンド
• cjlistrar コマンド
• cjlistapp コマンド
このほか，ActivationSpec に設定できるプロパティはリソースアダプタに依存します。
使用するリソースアダプタのドキュメントを参照してください。
（c） JMS をサポートするメッセージリスナを使用する場合に設定が必要なプロパティ
JMS をサポートするメッセージリスナ（javax.jms.MessageListener インタフェースを
使用するメッセージリスナ）を使用する場合，ActivationSpec に次のプロパティが必要
です。<activation-config> タグ下に指定してください。
• destination
• destinationType
なお，Cosminexus では，これらのプロパティが指定されているかどうかのチェックは
実施されません。プロパティ設定が適切かどうかは，リソースアダプタが提供する
ActivationSpec#validate メソッドで確認してください。

455

9. リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

参考
EJB 2.0 で <message-driven> タグ下の要素として指定していた次の項目は，EJB 2.1 では
削除されています。
• <message-selector>
• <acknowledge-mode>
• <message-driven-destination> − <subscription-durability>
Connector 1.5 仕様では，これらの要素を <activation-config> 下のプロパティとして指定で
きることが推奨されています。ただし，指定できるかどうかは使用するリソースアダプタに
依存します。

JMS をサポートするメッセージリスナを使用する場合の ActivationSpec 仕様の詳細につ
いては，Connector 1.5 仕様のドキュメントを参照してください。
（d） ActivationSpec の生成・設定で発生するエラー
ActivationSpec を生成，設定するときに，次の表に示す状態になった場合，エラーが発
生します。エラーが発生すると，J2EE アプリケーションの開始は失敗します。
エラーが発生する場合と出力されるメッセージを次の表に示します。
表 9-21

エラーが発生する場合と出力されるメッセージの対応
エラーが発生する場合

出力されるメッ
セージ

ActivationSpec の実装クラスのインスタンス生成に失敗した場合

KDJE43168-E

ActivationSpec に指定したクラスが javax.resource.spi.ActivationSpec イ
ンタフェースを実装していなかった場合

KDJE43172-E

<activation-config-property-name> タグに対応するプロパティの setter メ
ソッドが，ActivationSpec にない場合

KDJE43169-E

ActivationSpec に各プロパティを設定したあとで，設定が適切であるかを
チェックするメソッド (ActivationSpec#validate メソッド ) の呼び出しで例
外がスローされた場合

KDJE43170-E

リソースアダプタの DD（ra.xml）で指定したプロパティ
<required-config-property> タグに対応する設定項目が，アプリケーション
統合属性ファイルの <activation-config> タグとして記述されていない場合

KDJE43171-E

ActivationSpec の setResourceAdapter メソッドで例外がスローされた場合

KDJE43173-E

※

注※

setResourceAdapter メソッドは javax.resource.spi.ResourceAdapterAssociation インタ

フェースで定義するメソッドです。javax.resource.spi.ResourceAdapterAssociation インタフェー
スは，javax.resource.spi.ActivationSpec インタフェースのスーパーインタフェースです。
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9.9.3 属性ファイルの指定例
ここでは，メッセージインフローを実行する場合の属性ファイルの指定方法について，
例を使用して説明します。
Connector 属性ファイルとアプリケーション統合属性ファイルでは，次の図に示す個所
の設定を合わせる必要があります。
図 9-18

Connector 属性ファイルとアプリケーション統合属性ファイルで同じ値を指定
する個所

それぞれの指定内容は次のとおりです。
• a には，Message-driven Bean が使用するインタフェースを指定します。
• b には，ActivationSpec と管理対象オブジェクトの対応づけを指定します。
• c には，Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけを指定します。
以降，a 〜 c に指定する内容を中心に説明します。
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（1） javax.jms.MessageListener インタフェースを使用した
Message-driven Bean およびリソースアダプタの場合
メッセージリスナのインタフェースとして javax.jms.MessageListener インタフェース
を使用する場合の属性ファイルの指定例を示します。
ここでは，次の図に示す構成を例にして説明します。JMS に対応した二つの
Message-driven Bean が，それぞれ別の管理オブジェクト（javax.jms.Queue）からメッ
セージを受信する例です。
図 9-19

javax.jms.MessageListener インタフェースを使用した Message-driven Bean お
よびリソースアダプタの構成例

アプリケーション統合属性ファイルの指定例を次に示します。
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アプリケーション統合属性ファイルの指定例（javax.jms.MessageListener イン
タフェースを使用する場合）

図の説明：
図中の (2) 〜 (4) は，「9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定

内容」での説明の項番と対応しています。また，a，b-1，b-2，c は，それぞれ次の
設定を示します。
• a：Message-driven Bean が使用するインタフェース
• b-1，b-2：ActivationSpec と管理対象オブジェクトの対応づけ
• c：Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ

459

9. リソースと J2EE アプリケーションの設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

なお，a，b-1，b-2，c の設定値は，図 9-21 と対応しています。
Connector 属性ファイルの指定例を次の図に示します。
図 9-21

Connector 属性ファイルの指定例（javax.jms.MessageListener インタフェース
を使用する場合）

図の説明：
図中の (1) 〜 (3) は，
「9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定

内容」での説明の項番と対応しています。また，a，b-1，b-2，c は，それぞれ次の
設定を示します。
• a：Message-driven Bean が使用するインタフェース
• b-1，b-2：ActivationSpec と管理対象オブジェクトの対応づけ
• c：Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ
なお，a，b-1，b-2，c の設定値は，図 9-20 と対応しています。
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（2） 任意のメッセージリスナインタフェースを使用したMessage-driven
Bean およびリソースアダプタの場合
メッセージリスナのインタフェースとして任意のインタフェースを使用する場合の属性
ファイルの指定例を示します。
ここでは，次の図に示す構成を例にして説明します。
図 9-22

任意のメッセージリスナインタフェースを使用した Message-driven Bean およ
びリソースアダプタの構成例

この例では，リソースアダプタが次に示す二つの独自のインタフェースに対応していま
す。
• examples.Listener1 は管理対象オブジェクトと独立して使用するメッセージリスナイ
ンタフェースです。
• examples.Listener2 は管理対象オブジェクトと関連づけて使用するメッセージリスナ
インタフェースです。
アプリケーション統合属性ファイルの指定例を次の図に示します。
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図 9-23

アプリケーション統合属性ファイルの指定例（任意のメッセージリスナインタ
フェースを使用する場合）

図の説明：
図中の (2) 〜 (4) は，
「9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定

内容」での説明の項番と対応しています。また，a-1，a-2，b，c は，それぞれ次の
設定を示します。
• a-1，a-2：Message-driven Bean が使用するインタフェース
• b：ActivationSpec と管理対象オブジェクトの対応づけ
• c：Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ
なお，a-1，a-2，b，c の設定値は，図 9-24 と対応しています。
Connector 属性ファイルの指定例を次の図に示します。
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Connector 属性ファイルの指定例（任意のメッセージリスナインタフェースを
使用する場合）

図の説明：
図中の (1) 〜 (3) は，「9.9.2

リソースアダプタと J2EE アプリケーションでの設定

内容」での説明の項番と対応しています。また，a-1，a-2，b，c は，それぞれ次の
設定を示します。
• a-1，a-2：Message-driven Bean が使用するインタフェース
• b：ActivationSpec と管理対象オブジェクトの対応づけ
• c：Message-driven Bean とリソースアダプタの対応づけ
なお，a-1，a-2，b，c の設定値は，図 9-23 と対応しています。

463

10

統合ユーザ管理機能の設定
（J2EE アプリケーションを
実行するシステム）
この章では，統合ユーザ管理機能の設定について説明します。
統合ユーザ管理機能を使用しない場合は，この設定は不要で
す。

10.1 統合ユーザ管理機能の設定手順
10.2 レルム名の決定
10.3 LDAP ディレクトリサーバの設定
10.4 ユーザ情報の登録
10.5 暗号鍵ファイルの作成（シングルサインオンを使用する場合）
10.6 ユーザ情報の登録（シングルサインオンを使用する場合）
10.7 コンフィグレーションファイルの作成
10.8 JavaVM のプロパティの設定
10.9 ファイルのデプロイ
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10.1 統合ユーザ管理機能の設定手順
この節では，統合ユーザ管理機能の設定手順について説明します。
Cosminexus では，Cosminexus で構築したシステムにログインするユーザを統合管理で
きます。統合ユーザ管理では，それぞれの J2EE アプリケーションが管理しているユー
ザの情報が関連づけて管理され，一度のログイン処理でさまざまな J2EE アプリケー
ションにログインできるようになります。統合ユーザ管理機能を使用する場合は，ユー
ザ認証情報を格納する LDAP ディレクトリサーバや，統合ユーザ管理のコンフィグレー
ションファイルを設定する必要があります。
なお，統合ユーザ管理機能を使用するためには，J2EE アプリケーションの開発時に，
JAAS の API および Cosminexus が提供している統合ユーザ管理 API，ならびに JSP タ
グライブラリを使用して，標準ログインモジュールを呼び出す認証処理プログラムを作
成しておく必要があります。また，それぞれのアプリケーションで独自の認証処理をす
る場合は，カスタムログインモジュールを作成する必要があります。作成方法について
は，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のカスタムログインモジュールの実装に関す
る説明を参照してください。
統合ユーザ管理機能の設定手順を次の図に示します。
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図 10-1

統合ユーザ管理機能の設定手順

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. ユーザ管理方法を検討し，同一の認証ポリシーを適用する範囲（レルム）を決定しま
す。
ユーザを管理する単位を検討し，対応するレルム名を決定します。レルム名の決定に
ついては，
「10.2 レルム名の決定」を参照してください。
2. LDAP ディレクトリサーバを設定します。
シングルサインオンを使用する場合には，シングルサインオン用のユーザ情報を
LDAP ディレクトリサーバで管理しますので，LDAP ディレクトリサーバが必要で
す。LDAP ディレクトリサーバの設定については，
「10.3 LDAP ディレクトリサー
バの設定」を参照してください。
シングルサインオンを使用しないで RDB（HiRDB や Oracle など）の提供するユー
ザ認証だけを使用する場合は，この手順は不要です。
3. ユーザ認証に使用するユーザ情報を LDAP ディレクトリサーバ，または RDB に登録
します。
LDAP ディレクトリサーバへのユーザ情報の登録については，
「10.4 ユーザ情報の
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登録」を参照してください。なお，Cosminexus では，LDAP ディレクトリサーバに
格納するユーザ管理リポジトリの標準的な DIT 構造を規定しています。リポジトリの
構造については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の統合ユーザ管理で使用す
るユーザ情報の管理方法に関する説明を参照してください。
RDB へのユーザ情報の登録については，使用している RDB のマニュアルを参照して
ください。
4. シングルサインオンを使用する場合で，シングルサインオン用のユーザ情報を暗号化
したいときは，ユーザ情報を暗号化または復号化するための暗号鍵ファイルを作成し
ます。
暗号鍵ファイルの作成については，「10.5

暗号鍵ファイルの作成（シングルサイン

オンを使用する場合）」を参照してください。
シングルサインオンを使用しない場合，またはユーザ情報を暗号化しない場合，この
手順は不要です。
5. シングルサインオンを使用する場合は，シングルサインオン用のユーザ情報を LDAP
ディレクトリサーバに登録します。
LDAP ディレクトリサーバへのシングルサインオン用のユーザ情報の登録について
は，「10.6

ユーザ情報の登録（シングルサインオンを使用する場合）
」を参照してく

ださい。なお，Cosminexus では，LDAP ディレクトリサーバに格納するシングルサ
インオン用のユーザ管理リポジトリの標準的な DIT 構造を規定しています。リポジト
リの構造については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の統合ユーザ管理で使
用するユーザ情報の管理方法に関する説明を参照してください。
シングルサインオンを使用しない場合，この手順は不要です。
6. コンフィグレーションファイルを作成します。
作成するファイルは，次の 2 種類です。
• jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）
• ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）
コンフィグレーションファイルの作成については，「10.7

コンフィグレーション

ファイルの作成」を参照してください。
7. JavaVM のプロパティを設定します。
JavaVM のプロパティの設定については，「10.8

JavaVM のプロパティの設定」を

参照してください。
8. 統合ユーザ管理で使用する EAR ファイルをデプロイします。
ファイルのデプロイについては，「10.9

ファイルのデプロイ」を参照してください。

9. 必要に応じて，統合ユーザ管理で使用する情報のバックアップを取ります。
LDAP ディレクトリサーバのリポジトリのバックアップとリストアは，LDAP ディレ
クトリサービスが提供するコマンド，またはディレクトリゲートウェイで操作しま
す。詳細については，LDAP ディレクトリサーバのマニュアルを参照してください。
jaas.conf，ua.conf，および暗号鍵ファイルのバックアップも取るようにしてくださ
い。
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参考
統合ユーザ管理では，セッションフェイルオーバ機能を使用することで，ログイン状態を別
の J2EE サーバに引き継ぐことができます。セッションフェイルオーバ機能を使用するため
のセッションフェイルオーバ用フィルタの設定は，統合ユーザ管理機能を使用する場合と使
用しない場合で異なります。設定方法については，「9.7.2 セッションフェイルオーバ用
フィルタの設定」を参照してください。
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10.2 レルム名の決定
ユーザを管理する単位を検討し，対応するレルム名を決定してください。この節では，
レルム名について説明します。この名称は，JAAS 対応ユーザ管理の認証時に使用しま
す。jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）内の該当するログインモ
ジュールのオプションとして指定します。通常は，「SoumuSystem」のような，ユーザ
管理を共有しているアプリケーション群を表すわかりやすい名称を使用します。
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10.3 LDAP ディレクトリサーバの設定
この節では，LDAP ディレクトリサーバの設定について説明します。
LDAP ディレクトリサーバの設定手順を次に示します。
1. LDAP ディレクトリサーバを設置します。
詳細については，
「10.3.1 LDAP ディレクトリサーバの設置」を参照してください。
2. LDAP ディレクトリサーバにユーザを登録して，アクセス権を設定します。
詳細については，
「10.3.2 ユーザの登録とアクセス権の設定」を参照してください。
3. シングルサインオンを使用する場合は，シングルサインオンライブラリ固有のオブ
ジェクトクラスとユーザ定義属性を LDAP ディレクトリサーバに登録して，オブジェ
クトクラスとユーザ属性定義を拡張します。
詳細については，
「10.3.3 オブジェクトクラスとユーザ定義属性の拡張」を参照して
ください。

10.3.1

LDAP ディレクトリサーバの設置

Cosminexus では，ユーザ情報を管理するリポジトリとして，LDAP ディレクトリサー
バを使用できます。LDAP ディレクトリサーバをインストールして初期設定をしてくだ
さい。インストールと初期設定については，使用している LDAP ディレクトリサーバの
マニュアルを参照してください。
使用できる LDAP ディレクトリサーバの例
• Sun Java System Directory Server
• IBM SecureWay Directory（または IBM Directory Server）
• Active Directory
すでに LDAP ディレクトリサーバを使用している場合には，LDAP ディレクトリサーバ
で使用中のスキーマを参照して，シングルサインオン固有のスキーマが使用されていな
いことを確認してください。詳細については，
「10.3.3 オブジェクトクラスとユーザ定
義属性の拡張」を参照してください。

10.3.2

ユーザの登録とアクセス権の設定

統合ユーザ管理で LDAP ディレクトリに接続（バインド）するために，管理用および参
照用のユーザを登録してアクセス権を設定してください。
管理用ユーザの DN のことを管理用のバインド DN，参照用ユーザの DN のことを参照
用のバインド DN といいます。
管理用のバインド DN は，統合ユーザ管理フレームワークで使用するベースエントリ以
下すべてのエントリ，およびエントリに設定されたすべての属性に対して，すべてのア
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クセス権（Read，Write，Add，Delete，Search，Compare，Selfwrite）を持つバイン
ド DN です。管理用のバインド DN は，LDAP ディレクトリサーバ上のユーザ管理情報
を登録，参照，変更，および削除するときに使用します。
参照用のバインド DN は，統合ユーザ管理フレームワークで参照するベースエントリ以
下すべてのエントリ，およびエントリに設定されたすべての属性に対して，Read と
Search のアクセス権を持つバインド DN です。参照用のバインド DN は，LDAP ディレ
クトリサーバからユーザ情報などを取得するときに使用します。

10.3.3

オブジェクトクラスとユーザ定義属性の拡張

シングルサインオンを使用する場合は，シングルサインオンライブラリ固有のオブジェ
クトクラスとユーザ定義属性を LDAP ディレクトリサーバに登録して，オブジェクトク
ラスとユーザ定義属性を拡張してください。
なお，拡張するオブジェクトクラスとユーザ定義属性の属性はシングルサインオンライ
ブラリ固有のスキーマで，ほかのシステムとは共有できません。すでに LDAP ディレク
トリサーバを使用している場合は，LDAP ディレクトリサーバで使用中のスキーマを参
照し，シングルサインオン固有のスキーマが使用されていないことを確認してください。

（1） シングルサインオンライブラリで拡張するオブジェクトクラス
シングルサインオンライブラリ固有のオブジェクトクラスを次の表に示します。
表 10-1

シングルサインオンライブラリ固有のオブジェクトクラス

オブジェクトクラス

OID

CosminexusSSOEnt
ry

1.2.392.20001
0.7.6.21

必須属性

任意属性

objectClass,
CosminexusSSOEntryID,
CosminexusSSOUID

CosminexusSSOSecre
tdata,
CosminexusSSOPubli
cdata,
CosminexusSSOMap
ping

（2） シングルサインオンライブラリで拡張するユーザ定義属性
シングルサインオンライブラリ固有の属性を次の表に示します。
表 10-2

シングルサインオンライブラリ固有の属性
属性

OID

シンタッ
クス

マルチバリュー／シ
ングルバリュー

CosminexusSSOEntryID

1.2.392.200010.7.4.71

cis

シングルバリュー

CosminexusSSOUID

1.2.392.200010.7.4.72

ces

シングルバリュー

CosminexusSSOSecretdata

1.2.392.200010.7.4.73

bin

シングルバリュー

CosminexusSSOPublicdata

1.2.392.200010.7.4.74

ces

シングルバリュー
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OID

属性
CosminexusSSOMapping

1.2.392.200010.7.4.75

シンタッ
クス
dn

マルチバリュー／シ
ングルバリュー
マルチバリュー

（3） 拡張するオブジェクトクラスおよびユーザ定義属性の追加手順
拡張するオブジェクトクラスおよびユーザ定義属性の追加手順について，LDAP ディレ
クトリサーバの種類ごとに説明します。
Sun Java System Directory Server の場合
LDAP ディレクトリサーバが起動していることを確認し，uaschema.slapd.ldif を次
のコマンドで LDAP ディレクトリサーバに登録してください。
ldapmodify -h <ホスト名> -p <ポート番号> -D <管理用のバインドDN> -w <
パスワード> -c -f uaschema.slapd.ldif
IBM SecureWay Directory または IBM Directory Server の場合
LDAP ディレクトリサーバが起動していることを確認し，uaschema.ldif を次のコマ
ンドで LDAP ディレクトリサーバに登録してください。
ldapmodify -h <ホスト名> -p <ポート番号> -D <バインドDN> -w <パスワー
ド> -c -f uaschema.ldif
ここで，指定するバインド DN は管理者権限を持っている必要があります。
Active Directory の場合
1. Active Directory でスキーマ修正ができるように設定を変更します。Microsoft 管
理コンソール（mmc.exe）を起動して，「スナップインの追加と削除」で Active
Directory スキーマを追加してください。
「Active Directory スキーマ」を右ク
リックして「操作マスタ」を選択し，「このドメインコントローラでスキーマの
修正が可能」をチェックして［OK］ボタンをクリックしてください。
2. 次のコマンドで uaschema.ad.ldif を Active Directory に登録してください（ログ
オン先のドメインのドメインコントローラに現在ログオンしているユーザとして
接続する場合です）。
ldifde -i -c "dc=domain" "<ToDN>" -f uaschema.ad.ldif
ここで，ToDN にはドメインによって異なる適切な DN を指定してください。例え
ば，ドメインが「hitachi.co.jp」の場合，ToDN は「dc=hitachi,dc=co,dc=jp」とな
ります。
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10.4 ユーザ情報の登録
この節では，LDAP ディレクトリサーバへのユーザ情報の登録方法と，登録するユーザ
情報の文法について説明します。RDB へのユーザ情報の登録方法については，使用して
いる RDB のマニュアルを参照してください。
なお，Cosminexus では，LDAP ディレクトリサーバに格納するユーザ管理リポジトリ
の標準的な DIT 構造を規定しています。リポジトリの構造については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」の統合ユーザ管理で使用するユーザ情報の管理方法に関する

説明を参照してください。
ユーザ情報をユーザ情報リポジトリに登録する方法には，次の 2 種類があります。
• コマンドによる登録
• 統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる登録
それぞれの登録方法について説明します。また，登録するユーザ情報の文法，および
Active Directory を使用する場合の設定についても説明します。

10.4.1

コマンドによる登録

Cosminexus が提供するコマンドと LDAP ディレクトリサーバが提供するコマンドを使
用してユーザ情報を登録する場合の手順を次に示します。
1. ユーザ情報を，LDIF ファイルに記述します。
2. convpw コマンドで LDIF ファイル中のパスワードを暗号化します。
LDIF ファイル中に指定されたパスワードが暗号化されます。convpw 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。
3. 暗号化した LDIF ファイルを，LDAP ディレクトリサーバが提供する ldapmodify コマ
ンドでユーザ情報リポジトリに登録します。
また，LDAP ディレクトリサーバが提供する GUI でユーザ情報を登録できる場合もあり
ます。詳細については，使用している LDAP ディレクトリサーバのマニュアルを参照し
てください。

10.4.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる
登録

ユーザ認証ライブラリが提供する API を使用してアプリケーションを作成し，そのアプ
リケーションを使用してユーザ情報を登録します。
API を利用するアプリケーションは，最初に LdapUserDataManager オブジェクトを生
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成します。このクラスのコンストラクタには LDAP ディレクトリサーバの定義識別子を
指定します。定義識別子は，jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）で指
定します。定義識別子には LDAP ディレクトリサーバの URL，バインド DN，バインド
DN のパスワード，ベース DN などが関連づけられています。なお，
LdapUserDataManager オブジェクトは定義ごとに一つ生成するようにしてください。
なお，LDAP ディレクトリサーバとして Active Directory を使用して，ユーザの登録，
ユーザ情報の更新，およびリポジトリ情報のパスワードの変更をする場合の方法につい
ては，「10.4.4 Active Directory を使用する場合の設定」を参照してください。
ユーザ認証の実装については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の API を使用し
たユーザ認証の実装に関する説明を参照してください。また，統合ユーザ管理フレーム
ワークで使用する API については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」

を参照してください。

10.4.3

登録するユーザ情報の文法

ユーザ情報は，次の表に示す文法に従って登録してください。
表 10-3

ユーザ情報の文法

情報の種類

意味

文法

ユーザ ID

ユーザの識別子。

英数字列。
長さは 1 〜 512（単位：文字）。

パスワード

ユーザに対応するパスワード。

英数字列および特殊文字。
長さは 0 〜 512（単位：文字）。

注１

英数字列は，英字（A 〜 Z，a 〜 z）と数字（0 〜 9）の文字の並びを意味します。

注２

特殊文字は，次の記号を意味します。

（空白）｜ ! ｜ " ｜ # ｜ $ ｜ % ｜ & ｜ ' ｜ ( ｜ ) ｜ * ｜ + ｜ , ｜ - ｜ . ｜ / ｜ : ｜ ; ｜ < ｜ = ｜ > ｜ ?
｜ @ ｜ [ ｜ ¥ ｜ ] ｜ ^ ｜ _（アンダースコア）｜ ` ｜ { ｜ } ｜ |（垂直バー）｜ ~
注３ 「文法」欄で明記されていない場合は，英字の大文字と小文字の区別をします。
注４

ASCII 文字列で指定してください（文法については，プログラムではチェックしていませ

ん）
。
注５

パスワードを平文でリポジトリに格納する場合，空文字（""）をパスワードとして使用しない

でください。使用した場合，そのユーザはログインできなくなることがあります。パスワードとし
て空文字を使用したい場合は，SHA-1 などによる暗号化をしてください。

10.4.4

Active Directory を使用する場合の設定

LDAP ディレクトリサーバとして Active Directory を使用する場合の設定方法について
説明します。
統合ユーザ管理フレームワークのライブラリを使用して，ユーザ情報リポジトリへの
ユーザの登録，ユーザ情報の更新（ユーザのパスワード変更を含む）を行う場合，SSL

475

10.

統合ユーザ管理機能の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

を使用して接続するための証明書の登録，および Active Directory 固有の環境設定が必
要です。
SSL を使用して接続するための証明書の登録，および Active Directory 固有の環境設定
の方法を次に示します。

ポイント
Active Directory で管理するユーザは，ほかの LDAP ディレクトリサーバで管理するユーザ
と，オブジェクトクラス，属性が大きく異なります。統合ユーザ管理フレームワークのライ
ブラリを使用する場合には，オブジェクトクラスに「user」を使用します，その「user」を
作成する場合には，「cn」，「unicodePwd」，「sAMAccountName」，および
「userAccountControl」の四つの属性を指定します。
「sAMAccountName」には，セキュリティアカウントマネージャ（SAM）のアカウント名
を指定します。なお，通常，アカウント名はユーザ ID と同じ値を指定します。
「userAccountControl」には，ユーザアカウントのプロパティフラグを指定します。一般
ユーザのユーザエントリを作成する場合は「512」を指定します。ただし，Active Directory
がインストールされているサーバのセキュリティポリシーで，パスワードの長さが 1 文字以
上に設定されている場合，
「userAccountControl」に「512」を指定すると，ユーザを作成
できません。この場合は，次のどちらかの対処をして，ユーザエントリを作成してくださ
い。
• セキュリティポリシーのパスワードの長さを 0 文字以上に変更して，
「userAccountControl」に「512」を指定する。
• セキュリティポリシーのパスワードの長さの設定を変更しないで，
「userAccountControl」
に「544」を指定する。

（1） 証明書の登録
J2EE サーバと Active Directory 間の通信で SSL を使用するための証明書を登録します。
証明書の登録方法を次に示します。
1. 作成したデジタル証明書を，Active Directory がインストールされているサーバ
（LDAP サーバ）に登録します。
デジタル証明書の作成，登録方法については，Active Directory のドキュメントを参
照してください。
2. 認証局（CA）の証明書を，J2EE サーバに登録します。
認証局の証明書の J2EE サーバへの登録は，Cosminexus Developer's Kit for Java に
付属する keytool を使用して実行できます。keytool の詳細については，Java 2 SDK,
Standard Edition のドキュメントを参照してください。keytool の実行例を次に示し
ます。なお，表記の都合上，複数行にわたっていますが，実際は一行で記述します。
Windows の場合
keytool -import -alias cakey -file C:¥temp¥cacer.cer
-trustcacerts -keystore
"<Cosminexusのインストールディレクトリ
>¥jdk¥jre¥lib¥security¥cacerts"
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UNIX の場合
/opt/Cosminexus/jdk/bin/keytool -import -alias cakey -file /tmp/
cacer.cer
-trustcacerts -keystore /opt/Cosminexus/jdk/jre/lib/security/
cacerts
なお，keytool で証明書を登録する際に J2EE サーバを起動していた場合は，J2EE サー
バを再起動してください。

（2） jaas.conf の設定
jaas.conf ファイルの設定方法を次に示します。
• ログインモジュールとして，「WebPasswordLDAPLoginModule」を指定します。
• WebPasswordLDAPLoginModule のオプションに「ldap.w」を指定します。

（3） ua.conf の設定
ua.conf の設定方法を次に示します。
• 接続先の LDAP ディレクトリサーバの URL のプロトコルに「ldaps」を指定します。
指定例を次に示します。なお，ポート番号は省略できます。
java.naming.provider.url.0=ldaps://localhost:636
• ユーザのログイン ID およびパスワードを表す属性値を次のとおり指定します。
com.cosminexus.admin.auth.ldap.attr.userid.0=cn
com.cosminexus.admin.auth.ldap.attr.password.0=unicodePwd
• 接続先の LDAP ディレクトリサーバの種類を次のとおり指定します。
com.cosminexus.admin.auth.ldap.directory.kind.0=AD

（4） 注意事項
注意事項を次に示します。
● ua.conf でユーザのパスワードを表す属性値として「unicodePwd」を指定した場合，
パスワード形式オプション「password.encrypt」および「password.encrypt.ex」の設
定は無効になります。
● Active Directory では，既存ユーザエントリのオブジェクトクラスの変更はサポート
していません。ua.conf に「com.cosminexus.admin.auth.ldap.directory.kind.0=AD」
を指定した場合，LdapUserDataManager クラスのコンストラクタで新規にオブジェ
クトを追加したあとで，既存のユーザエントリを更新しても，ユーザエントリ作成時
のオブジェクトクラスが適用されます。
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10.5 暗号鍵ファイルの作成（シングルサイン
オンを使用する場合）
この節では，シングルサインオン用のユーザ情報を暗号化または復号化するための暗号
鍵ファイルの作成と変更について説明します。ユーザ情報を暗号化しない場合，暗号鍵
ファイルの作成は不要です。
シングルサインオン用のユーザ情報を暗号化する場合は，暗号鍵ファイルで暗号化して
LDAP ディレクトリサーバに格納します。また，ユーザ情報を参照するためには，暗号
鍵ファイルで復号化して参照します。ユーザ情報を暗号化する場合は，LDAP ディレク
トリサーバに登録する前に，暗号鍵ファイルを作成してください。

10.5.1

暗号鍵ファイルの作成

シングルサインオン用のユーザ情報を暗号化または復号化するための暗号鍵ファイルは，
ssogenkey コマンドで作成します。なお，作成した暗号鍵ファイルは，システム管理者
が安全な場所に保管してください。
また，シングルサインオン用のユーザ情報を暗号化または復号化するためには，ua.conf
（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）で，使用する暗号エンジンに
「JCE」を指定する必要があります。
ssogenkey コマンド，および ua.conf については，マニュアル「Cosminexus リファレ
ンス

コマンド編」，またはマニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照

してください。

10.5.2

暗号鍵ファイルの変更

シングルサインオン用のユーザ情報は登録済みで，暗号鍵ファイルを変更する場合は，
次の手順で変更してください。暗号鍵ファイルを変更する手順を次に示します。
1. ssoexport コマンドでシングルサインオン情報リポジトリの内容をすべて取り出しま
す。
2. ssogenkey コマンドを実行して，暗号鍵ファイルを作成します。
3. ssoimport コマンドで，1. で取り出した内容を登録します。
各コマンドについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
してください。
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10.6 ユーザ情報の登録（シングルサインオン
を使用する場合）
この節では，LDAP ディレクトリサーバへのシングルサインオン用のユーザ情報の登録
方法と，登録するユーザ情報の文法について説明します。
なお，Cosminexus では，LDAP ディレクトリサーバに格納するシングルサインオン用
のユーザ管理リポジトリの標準的な DIT 構造を規定しています。リポジトリの構造につ
いては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の統合ユーザ管理で使用するユーザ情報
の管理方法に関する説明を参照してください。
シングルサインオン用のユーザ情報をシングルサインオン情報リポジトリに登録する方
法には，次の 2 種類があります。
• コマンドによる登録
• 統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる登録
それぞれの登録方法について説明します。また，登録するユーザ情報の文法についても
説明します。

10.6.1

コマンドによる登録

シングルサインオン用のユーザ情報を CSV 形式ファイルで作成して，Cosminexus が提
供する ssoimport コマンドを使用してシングルサインオン情報リポジトリに登録します。
ssoimport コマンド，および CSV 形式ファイルについては，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。

10.6.2

統合ユーザ管理フレームワークのライブラリによる
登録

シングルサインオンライブラリが提供する API を使用してアプリケーションを作成し，
そのアプリケーションを使用してユーザ情報を登録します。
API を利用するアプリケーションは，最初に LdapSSODataManager オブジェクトを生
成します。このクラスのコンストラクタにはレルム名を指定します。なお，
LdapSSODataManager オブジェクトは定義ごとに一つ生成するようにしてください。
シングルサインオン情報リポジトリの内容を API で更新した場合に，それを通知するシ
ングルサインオン用認証情報リスナクラスを実装すれば，シングルサインオン情報リポ
ジトリの更新に同期して接続先システムのリポジトリの更新もできます。
ユーザ認証の実装については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の API を使用し
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たユーザ認証の実装に関する説明を参照してください。また，統合ユーザ管理フレーム
ワークで使用する API については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

API 編」

を参照してください。

10.6.3

登録するユーザ情報の文法

シングルサインオン用のユーザ情報は，次の表に示す文法に従って登録してください。
表 10-4
情報の種類

シングルサインオン用のユーザ情報の文法
意味

文法

レルム名

ユーザ管理の範囲を示す識別子です。

英数字列。
大文字と小文字を区別しません。
DN 名で使用できる名前を付けてくださ
い。

ユーザ ID

ユーザ管理機能を持つアプリケーションの
使用者を表すユーザの識別子です。

英数字列。
長さは 1 〜 512（単位：文字）。

SecretData

ユーザ管理機能を持つアプリケーションの
ユーザ ID に対応したパスワードなどの暗
号化が必要な認証情報のことです。ユーザ
を認証するために使用する値を指定しま
す。ここに指定された値は，暗号化されて
保存されます。

英数字列および特殊文字。
長さは 0 〜 512（単位：文字）。

PublicData

ユーザ管理機能を持つアプリケーション
が，ユーザの認証を行う際に，ユーザ ID
および SecretData 以外で必要な認証情報
のことです。ここに指定された値は，暗号
化されません。

英数字列および特殊文字。
長さは 0 〜 512（単位：文字）。

注１

英数字列は，英字（A 〜 Z，a 〜 z）と数字（0 〜 9）の文字の並びを意味します。

注２

特殊文字は，次の記号を意味します。

（空白）｜ ! ｜ " ｜ # ｜ $ ｜ % ｜ & ｜ ' ｜ ( ｜ ) ｜ * ｜ + ｜ , ｜ - ｜ . ｜ / ｜ : ｜ ; ｜ < ｜ = ｜ > ｜ ?
｜ @ ｜ [ ｜ ¥ ｜ ] ｜ ^ ｜ _（アンダースコア）｜ ` ｜ { ｜ } ｜ |（垂直バー）｜ ~
注３ 「文法」欄で明記されていない場合は，英字の大文字と小文字の区別をします。
注４
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10.7 コンフィグレーションファイルの作成
この節では，次の二つのコンフィグレーションファイルの作成，およびコンフィグレー
ションファイルの設定例を説明します。
• jaas.conf（JAAS のコンフィグレーションファイル）
• ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）

10.7.1

jaas.conf の作成

jaas.conf には，ユーザ認証ライブラリまたはシングルサインオンライブラリが使用する
情報として，アプリケーション単位に，使用するログインモジュール名，ua.conf で指定
したリポジトリ（LDAP ディレクトリサーバまたは RDB）の設定番号などを指定しま
す。

（1） 格納場所
jaas.conf の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥jaas.conf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/jaas.conf
この jaas.conf を上書きするか，任意の場所にコピーして使用してください。jaas.conf の
格納場所は，JavaVM 起動時のプロパティで指定してください。JavaVM 起動時のプロ
パティの指定については，
「10.8 JavaVM のプロパティの設定」を参照してください。

（2） 指定内容
アプリケーション単位に次の情報を指定してください。
ユーザ認証ライブラリを使用してユーザ認証する場合
定義するログインモジュールは WebPasswordLoginModule にしてください。この
WebPasswordLoginModule のオプションには，ua.conf で定義しているリポジトリ
で定義した LDAP 設定番号とレルム名を定義します。
WebPasswordLoginModule とカスタムログインモジュールの連携をする場合，ログ
インモジュールの定義は DelegationLoginModule にしてください。この
DelegationLoginModule のオプションに呼び出すカスタムログインモジュール名を
定義します。
シングルサインオンライブラリを使用してユーザ認証する場合
定義するログインモジュールは WebSSOLoginModule にしてください。この
WebSSOLoginModule のオプションには，ua.conf で定義しているカスタムログイ
ンモジュールの識別子とレルム名を定義します。
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jaas.conf については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照して

ください。

（3） jaas.conf の再読み込み
Management Server の運用管理コマンドである mngsvrutil コマンドを使用すると，
J2EE サーバを再起動しないで，jaas.conf の再読み込みができます。J2EE サーバを再
起動しないで，ログインモジュールで使用する LDAP 設定番号を変更したい場合などに
利用します。
なお，mngsvrutil コマンドを使用するためには，Management Server が起動されてい
て，適切に設定済みである必要があります。
jaas.conf の再読み込みの流れを次の図に示します。
図 10-2

jaas.conf の再読み込みの流れ

mngsvrutil 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。

10.7.2

ua.conf の作成

ua.conf には，ユーザ認証ライブラリまたはシングルサインオンライブラリが使用する情
報として，リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバまたは RDB）へのアクセス情報，シ
ングルサインオン用のユーザ情報を暗号化または復号化するための暗号鍵ファイルのパ
スなどを指定します。

（1） 格納場所
ua.conf の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥ua.conf
• UNIX の場合
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/opt/Cosminexus/manager/config/ua.conf
この ua.conf を上書きするか，任意の場所にコピーして使用してください。ua.conf の格
納場所は，JavaVM 起動時のプロパティで指定します。JavaVM 起動時のプロパティの
指定については，
「10.8 JavaVM のプロパティの設定」を参照してください。
また，Component Container 管理者がファイルを参照できるように ua.conf のアクセス
権を変更してください。Component Container 管理者の設定については，
「2.1.3
Component Container 管理者の設定」を参照してください。

（2） 指定内容
ユーザ認証ライブラリの機能を使用したユーザ認証およびシングルサインオンライブラ
リの機能を使用したシングルサインオンをするために，LDAP ディレクトリサーバの
URL やベース DN，アクセス権を設定してください。
シングルサインオンライブラリの機能を使用してシングルサインオンをする場合には，
暗号化するための製品の選択，および暗号鍵ファイル名の指定をしてください。また，
シングルサインオンの機能から呼び出すログインモジュールがカスタムログインモ
ジュールの場合，カスタムログインモジュール名，およびカスタムログインモジュール
と関連するクラスのクラスファイルを格納しているディレクトリを定義してください。
ua.conf の詳細については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照

してください。

（3） パスワードの変更とスクランブル化
ua.conf に指定した LDAP ディレクトリサーバや RDB に接続するためのパスワードを変
更したい場合には，ua.conf を編集するほかに，uachpw コマンドを使用して変更できま
す。uachpw コマンドを使用して LDAP ディレクトリサーバや RDB に接続するための
パスワードを変更する場合に，-scramble オプションを指定すると，パスワードのスクラ
ンブル化もできます。
なお，uachpw コマンドでパスワードをスクランブル化する場合には，必ず
usrconf.properties で com.cosminexus.admin.auth.passwordScramble.enable=true を
指定し，スクランブル化されたパスワードの復号化機能を有効にしておいてください。

10.7.3

コンフィグレーションファイルの設定例

ここでは，次の図に示すディレクトリ構成を持つユーザ情報の設定例を示します。
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図 10-3

ユーザ情報のディレクトリ構成の例

（1） jaas.conf の設定例
jaas.conf には，ユーザを認証するための情報を設定します。使用するログインモジュー
ル名，ua.conf で指定したリポジトリ（LDAP ディレクトリサーバまたは RDB）の設定
番号などを指定します。jaas.conf の設定例を次の図に示します。
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図 10-4

jaas.conf の設定例

（2） 属性の一覧の設定例
属性の一覧には，そのユーザで認証が成功した際に取得するユーザの情報（属性名）と
参照に使用する別名（Alias）を指定します。属性の一覧の設定例
（c:¥RealmA¥config¥AliasFile.csv（Windows の場合），または /tmp/RealmA/config/
AliasFile.csv（UNIX の場合）
）を次の図に示します。
図 10-5

属性の一覧の設定例

なお，ファイルを作成しなくても，プログラム中で直接 AttributeEntry クラスを使用し
て指定することもできます。

（3） ua.conf の設定例
ua.conf には，リポジトリ（LDAP ディレクトリサーバまたは RDB）へのアクセス情報
などを設定します。ua.conf の設定例を次の図に示します。
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図 10-6
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ua.conf の設定例（Windows の場合）
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図 10-7

ua.conf の設定例（UNIX の場合）

認証用プログラムのコーディング例を次の図に示します。
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図 10-8
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認証用プログラムのコーディング例（Windows の場合）

10. 統合ユーザ管理機能の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

図 10-9

認証用プログラムのコーディング例（UNIX の場合）

（4） シングルサインオンへの対応例（標準ログインモジュールの場合）
ユーザ認証ライブラリのログインモジュールをシングルサインオンに対応させるには，
jaas.conf を変更する必要があります。シングルサインオンへの対応例（標準ログインモ
ジュールの場合）を次の図に示します。

489

10.

統合ユーザ管理機能の設定（J2EE アプリケーションを実行するシステム）

図 10-10 シングルサインオンへの対応例（標準ログインモジュールの場合）

（5） シングルサインオンへの対応例（カスタムログインモジュールの場
合）
カスタムログインモジュールをシングルサインオンに対応させるには，jaas.conf，およ
び認証用プログラムのコーディングを変更する必要があります。また，あらかじめ，
ua.conf に，ログインモジュールの識別子（対応例では「Krb5」
）に対応するカスタムロ
グインモジュールの定義項目を定義しておく必要があります。シングルサインオンへの
対応例（カスタムログインモジュールの場合）を次の図に示します。
図 10-11
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10.8 JavaVM のプロパティの設定
統合ユーザ管理機能を使用する場合は，JavaVM の起動時に，J2EE サーバの
usrconf.properties と server.policy の設定が必要です。この節では，各ファイルでの設
定内容の概要について説明します。
● usrconf.properties での設定
usrconf.properties では，次の内容を設定します。
• java.security.auth.login.config キーで，jaas.conf の格納場所を指定します。
• com.cosminexus.admin.auth.config キーで，ua.conf の格納場所を指定します。
• com.cosminexus.admin.auth.passwordScramble.enable キーで，uachpw コマンド
でスクランブル化したパスワードの復号化機能の有効または無効を指定します。こ
のキーの指定については，
「10.7.2(3)

パスワードの変更とスクランブル化」を参照

してください。
usrconf.properties の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ
名称 >¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.properties
● server.policy での設定
server.policy では，Web アプリケーションで LoginContext クラスを操作するための
アクセス権を設定します。
server.policy の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ
名称 >¥server.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/server.policy
次に各ファイルでの指定内容について説明します。なお，ファイルの詳細については，
マニュアル「Cosminexus リファレンス

10.8.1

定義編」を参照してください。

usrconf.properties の指定内容

usrconf.properties の指定内容について OS ごとに説明します。

（1） Windows の場合
usrconf.properties に，次に示すテンプレートファイルの内容を追加します。
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<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥templates¥template_usrconf.properties
template_usrconf.properties の内容を次に示します。
java.security.auth.login.config==C:/Program Files/Hitachi/
Cosminexus/manager/config/jaas.conf
com.cosminexus.admin.auth.config=C:/Program Files/Hitachi/
Cosminexus/manager/config/ua.conf
このうち，「C:/Program Files/Hitachi/Cosminexus/」は Cosminexus の標準インストー
ルディレクトリです。異なるディレクトリにインストールした場合は，この部分をイン
ストールディレクトリに変更してください。

（2） UNIX の場合
usrconf.properties に，次に示すテンプレートファイルの内容を追加します。
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/template_usrconf.properties
template_usrconf.properties の内容を次に示します。
java.security.auth.login.config==/opt/Cosminexus/manager/config/
jaas.conf
com.cosminexus.admin.auth.config=/opt/Cosminexus/manager/config/
ua.conf

10.8.2

server.policy の指定内容

server.policy に Web アプリケーションで LoginContext クラスを操作するためのアクセ
ス権の設定が必要です。設定するアクセス権の詳細については，
javax.security.auth.AuthPermission クラスを参照してください。
また，カスタムログインモジュールやパスワード認証時の暗号拡張機能を使用する場合，
各クラスを操作するために，アクセス権の設定が必要です。
次に，server.policy の定義例を示します。
この定義例では，LoginContext クラスを Example という名前でインスタンス化可能に
する権限，および Subject を参照するために必要な権限を示します（//add の部分につい
て定義が必要です）。また，次に示すディレクトリ以下に格納されているすべてのクラス
（codeBase "file:${cosminexus.home}/manager/modules/-" で指定）にすべての権限を与
えることを示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥modules
• UNIX の場合
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/opt/Cosminexus/manager/modules
実際に運用する際には，適切なコードソースとアクセス権を設定してください。
server.policy の例
grant codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/
${ejbserver.serverName}/-" {
permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
permission java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
permission java.net.SocketPermission "*", "connect";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read,
write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read";
permission javax.security.auth.AuthPermission "getSubject"; /
/add
permission javax.security.auth.AuthPermission
"createLoginContext.*"; //add
};
grant codeBase "file:${cosminexus.home}/manager/modules/-" {
permission java.security.AllPermission;
};
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10.9 ファイルのデプロイ
この節では，統合ユーザ管理で使用する EAR ファイルをデプロイ方法について説明しま
す。使用する J2EE サーバに統合ユーザ管理用の uastartup.ear をインポートし，
uastartup.ear を起動しておいてください。uastartup.ear は，次に示すディレクトリに
インストールされています。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
uastartup.ear は，Management Server に登録して，J2EE サーバにインポートしてく
ださい。詳細については，「9.5.1

J2EE アプリケーションの設定の流れ」を参照してく

ださい。
統合ユーザ管理フレームワークの機能を使用する場合は，uastartup.ear を必ず稼働させ
てください。稼働していない場合，統合ユーザ管理フレームワークの提供する API で，
例外が発生することがあります。また，Management Server のリソース監視機能，およ
び mngsvrutil コマンドのサブコマンド reload userAdmin も使用できません。
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システム構築の概要（バッ
チアプリケーションを実行
するシステム）
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を構
築する場合の，システム構築の流れや必要な設定について説明
します。

11.1 システム構築の流れ
11.2 システム構築で使用するファイル
11.3 システムの構成定義
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11.1 システム構築の流れ
この節では，バッチアプリケーションを実行するシステムを構築する場合の流れについ
て説明します。Management Server の Smart Composer 機能を使用して構築するシス
テムは，Smart Composer 機能のコマンドや運用管理コマンド（mngsvrutil）を利用し
て運用します。Smart Composer 機能のコマンドや運用管理コマンド（mngsvrutil）を
利用して運用するシステムでは，Cosminexus のシステム全体のサーバの運用を
Management Server で一括管理できます。システム構築の流れを次の図に示します。
図 11-1 システム構築の流れ

図中の 1. 〜 7. について説明します。
1. Management Server の設定をします。
• Management Server を初めて使用するホストは，Management Server をセット
アップしてください。セットアップ時に，Management Server のユーザアカウン
トも設定できます。
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• Management Server のプロパティファイル（mserver.properties）や運用管理エー
ジェントのプロパティファイル（adminagent.properties）で，Management
Server が使用するポート番号や，Management Server へのアクセスを許可するホ
ストなどを指定してください。
• 必要に応じて，Management Server が出力するログの設定や，JP1 との連携時に
Management Server の障害情報を JP1 イベントとして発行するかどうかなど，
Management Server の動作環境を設定してください。
• 必要に応じて，運用管理エージェントが，論理サーバの動作を確認するレベル，間
隔，リトライ回数などを設定してください。
Management Server の設定については，「3.4

Management Server の設定」を参照

してください。
2. システムの構成定義をします。
Smart Composer 機能では，バッチアプリケーションを実行するシステム内に配置さ
れたサーバマシンやサーバ（論理サーバ）の構成を，Web システムという概念で管理
します。サーバマシンの集合を物理ティア，サーバ（論理サーバ）の集合をサービス
ユニットといいます。
Management Server が管理，運用する運用ドメイン内には，Web システムを複数配
置できます。Web システムは，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで定義
します。Web システムの構成定義の概要については，
「11.3 システムの構成定義」
を参照してください。
また，Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルでは，必要に応じて，論理サー
バごとに次の設定をします。
• 論理サーバを稼働させるために必要な設定
• 論理サーバの起動順序，自動再起動するときの回数など，論理サーバの起動と停止
の設定
• 論理サーバの起動と停止で使用する環境変数の設定
3. バッチサーバの動作設定をします。
バッチサーバの場合，必ず指定する項目があります。必ず指定する項目については，
「12.2.1 バッチサーバの動作設定として必ず設定する項目」を参照してください。そ
れ以外の項目はデフォルトの設定のままで利用する場合は，設定不要です。デフォル
トで設定されているバッチサーバの動作を変更したい場合には，Smart Composer 機
能の簡易構築定義ファイルで論理サーバの設定値を設定もしくは変更したり，または
ユーザ定義ファイルを編集したりする必要があります。
4. トラブルシューティングの資料取得の設定をします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，設定不要です。ただし，OS の統計情報，
ユーザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）
，JavaVM の
ガーベージコレクションのログは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得
できません。これらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得するこ
とをお勧めします。
これらの資料を取得する場合や，ほかの資料の取得設定を変更したい場合に，トラブ
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ルシューティングの資料取得の設定をしてください。
5. システムの可用性を高める設定をします。
Management イベントによる障害の事前検知を設定します。Management イベント
による障害の事前検知の機能を使用しない場合は，設定不要です。
6. リソースを設定します。
サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタのプロパティなどを定義します。
バッチアプリケーションからデータベースに接続しない場合は，設定不要です。
7. システムを起動して，システムの動作を確認します。
システムの起動および停止手順については，「3.2

システムの起動と停止の設定」を

参照してください。

参考
ほかのプログラムと連携する場合，システム全体をどのように運用するかによってシステム
の構築のしかたが異なります。
JP1 と連携して運用する場合
バッチアプリケーションの開始を JP1 のジョブとして定義できます。
また，Management Server を利用しているシステムは，JP1 と連携することで，JP1
の集中監視，運用の自動化，稼働状況の分析などの機能を使用して，Cosminexus 以外
で構築されたシステムも含めた業務システム全体を一括管理できるようになります。
JP1 と連携するシステムの構築については，「16.

JP1 との連携の設定」を参照してく

ださい。
クラスタソフトウェアと連携して運用する場合
Management Server を利用しているシステムは，クラスタソフトウェアと連携するこ
とで，プロセス監視，障害発生時の系切り替えなどの機能を使用して，Application
Server の稼働率を向上できます。連携できるクラスタソフトウェアは，Microsoft
Cluster Service（Windows の場合）
，および HA モニタ（AIX，HP-UX または Linux
の場合）です。
クラスタソフトウェアと連携するシステムの構築については，
「17.
ウェアと連携するための設定」を参照してください。
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11.2 システム構築で使用するファイル
この節では，システムの構築で使用するファイルのうち，主なファイルについて説明し
ます。ここで説明していないファイルについては，システム構築の手順の中で適宜説明
します。

！

注意事項
ファイルを変更する場合は，バッチサーバを停止してください。バッチサーバの稼働中に
ファイルの内容を変更した場合の動作は保証されません。

（1） Management Server のファイル
● adminagent.xml（運用管理エージェント設定ファイル）
運用管理エージェントが論理サーバを起動，停止するときに使用する環境変数を指定
するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥adminagent.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/adminagent.xml
● adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）
運用管理エージェントのプロパティを指定するファイルです。論理サーバの動作確認
レベルや snapshot ログの収集先の設定などで使用します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥adminagent.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/adminagent.properties
● mserver.properties（Management Server 環境設定ファイル）
Management Server のプロパティを指定するファイルです。Management Server の
環境設定や障害検知時コマンドの動作の設定などで使用します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥mserver.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/mserver.properties
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（2） Smart Composer 機能のファイル
● 簡易構築定義ファイル
Smart Composer 機能のコマンドで構築するシステムを定義するファイルです。任意
の場所に格納できます。簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルが提供されて
いますので，テンプレートファイルをコピーして利用してください。テンプレート
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ
>¥manager¥config¥templates¥cmxdefcombinedmodel.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/cmxdefcombinedmodel.xml

（3） バッチサーバのファイル
● server.policy（セキュリティポリシーファイル）
バッチサーバを実行する JavaVM のセキュリティポリシーを指定するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ
名称 >¥server.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/server.policy
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参考
バッチサーバのファイルには，このほかに次のファイルがあります。Smart Composer 機能
を使用してシステムを構築する場合，これらのファイルで設定する内容（キー）は，簡易構
築定義ファイルのパラメタで設定します。
usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
バッチサーバのユーザプロパティを指定するファイルです。バッチサーバが使用する
ネーミングサービス，トランザクション，コネクション，ログ，セキュリティなどを指
定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.properties
usrconf.cfg（オプション定義ファイル）
バッチサーバの JavaVM の起動オプションを指定するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ名称
>¥usrconf.cfg
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.cfg
usrconf.properties および usrconf.cfg と，簡易構築定義ファイルのパラメタの対応について
は，「4.1(3)

そのほかのユーザ定義ファイルの編集について」を参照してください。

usrconf.properties および usrconf.cfg は，Smart Composer 機能を使用しないで，ファイル
編集やコマンド実行でシステムを構築する場合などに使用します。usrconf.properties およ
び usrconf.cfg については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照して

ください。
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11.3 システムの構成定義
この節では，バッチアプリケーションを実行するシステムの構成定義について説明しま
す。
Web システムは，一つの業務システムに対応し，運用ドメイン内に複数配置できます。
運用管理ドメインは，Management Server が同一の運用管理ポリシーを適用して，複数
のサーバをまとめて管理する範囲のことです。
Web システムの構成は，Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義
ファイルで定義します。システム構成に応じて，その機能を実現するために必要な論理
サーバや，サーバマシンを Web システム内に適切に配置して，システムの構成を定義し
てください。なお，システムの構成を検討する指針については，マニュアル
「Cosminexus システム設計ガイド」を参照してください。
● 簡易構築定義ファイルの作成
簡易構築定義ファイルはテキストエディタを使用して作成しますが，テンプレートファ
イルが用意されているので，構成の基本情報を設定するだけで作成できます。
簡易構築定義ファイルの作成手順を次に示します。
1. 簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルを任意の場所にコピーします。
テンプレートファイルは次の場所に格納されています。
Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥manager¥config¥templates¥
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates/
2. 簡易構築定義ファイルのテンプレートファイルを任意の名称に変更します。
テキストエディタなどを利用して，簡易構築定義ファイルに手順 3. 〜手順 6. の情報
を定義します。
3. Management Server で運用する Web システム名，Web システムの表示名などを定義
します。
1Web システムは，<web-system> タグから </web-system> タグまでの範囲に定義し
ます。
4. システム構成に応じて，物理ティアを定義します。必要に応じて，論理サーバ全体で
共通のコンフィグレーションを定義します。
システム構成に応じて，その機能を実現するために必要な論理サーバが決定されま
す。Smart Composer 機能では，同一のデプロイメント（論理サーバの配置，定義設
定など）を適用するホスト（サーバマシン）の集合を物理ティアという単位で定義し
ます。バッチサーバの場合，物理ティアには j2ee-tier を使用します。
物理ティアは，<tier> タグから </tier> タグまでの範囲に，物理ティアの種類や，論
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理サーバ全体で共通のコンフィグレーションなどを定義します。
5. 論理サーバ（サービスユニット）を配置するホストを定義します。必要に応じて，論
理サーバごとのコンフィグレーションを定義します。
Smart Composer 機能では，論理サーバの集合をサービスユニットという単位で定義
します。サービスユニットは，<unit> タグから </unit> タグまででの範囲に，サービ
スユニットを配置するホストや，そのホストが属する物理ティア，論理サーバごとの
コンフィグレーションなどを定義します。
6. ホストを定義します。
物理ティアに属するホストのホスト名や，運用管理エージェントのホスト名などを定
義します。ホストは，Web システムに依存しません。Management Server で定義済
みのホストを利用する場合は，ホストの定義を省略できます。ホストは，<host> タ
グから </host> タグまでの範囲に定義します。
7. 手順 3. 〜手順 6. で定義した情報を反映します。
Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルの詳細や，Web システム，物理ティアお
よびサービスユニットの概要については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。
● 論理サーバのコンフィグレーション定義
論理サーバの動作設定や，機能を使用するための設定などは，論理サーバのコンフィグ
レーションで定義します。論理サーバのコンフィグレーションは，論理サーバ全体，お
よび論理サーバごとに定義できます。論理サーバ全体で共通の定義を設定する場合は物
理ティアで，論理サーバごとの定義を設定する場合はサービスユニットで定義します。
物理ティアで定義すると，その物理ティアに属するホストに配置する論理サーバ全体で
共通のコンフィグレーションが設定されます。コンフィグレーション定義時に使用する
簡易構築定義ファイルの主なタグを次の表に示します。
表 11-1 論理サーバのコンフィグレーション定義時に使用する簡易構築定義ファイルの
主なタグ
タグ名称
<configuration>

説明
論理サーバの動作環境を設定します。動作環境を設定する論理サーバの種類
は，<logical-server-type> タグで指定します。バッチサーバの場合，
j2ee-server を指定します。
<configuration> タグは，物理ティアの定義（<tier> タグ内）
，およびサービ
スユニットの定義（<unit> タグ内）に設定できます。<tier> タグ内または
<unit> タグ内のどちらの <configuration> タグに設定するかによって，設定
内容を適用する論理サーバの範囲が異なります。論理サーバ全体で共通の設定
を変更したい場合は，<tier> タグ内の <configuration> タグを編集し，特定の
論理サーバの設定を変更したい場合は，<unit> タグ内の <configuration> タ
グを編集します。
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タグ名称

説明

<logical-server-type>

<configuration> タグで動作環境を設定する論理サーバの種類を定義します。
定義できる論理サーバの種類を次に示します。
• 論理 J2EE サーバ：j2ee-server
• 論理パフォーマンストレーサ：performance-tracer
バッチサーバは論理 J2EE サーバとして定義します。

<param>

論理サーバの動作環境を設定するパラメタ（パラメタ名と値の組み合わせ）を
定義します。1 種類のパラメタごとに <param> タグで囲んで定義します。

<param-name>

論理サーバの動作環境を設定するパラメタの名称を定義します。

<param-value>

<param-name> タグで指定したパラメタの設定値を定義します。

注

各論理サーバの <configuration> タグ内で，パラメタ名（<param-name> タグ）と値

（<param-value> タグ）の設定を省略すると，論理サーバの動作環境にはデフォルトの値が設定さ
れます。デフォルトの設定のままで利用する場合は，定義不要です。

Smart Composer 機能の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。なお，機能を使用するた

めに設定する項目のうち，一部の設定項目は，簡易構築定義ファイルで定義できません。
簡易構築定義ファイルで設定できない項目は，ほかのユーザ定義ファイルを使用して定
義します。機能を使用するための設定の詳細については，「12.1

バッチサーバの動作設

定の方法」を参照してください。また，機能の詳細については，マニュアル
「Cosminexus
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（バッチアプリケーションを
実行するシステム）
この章では，バッチサーバで，マニュアル「Cosminexus 機
能解説」で説明した機能を有効にするための設定項目と設定方
法について説明します。バッチサーバの場合は，必ず設定する
項目があります。それ以外の項目はデフォルトのバッチサーバ
の動作を変更しない場合は，設定不要です。デフォルトで設定
されているバッチサーバの動作を変更したい場合には，ユーザ
定義ファイルの編集によって，バッチサーバの動作設定を変更
する必要があります。

12.1 バッチサーバの動作設定の方法
12.2 バッチサーバで設定できる主な項目
12.3 リソース枯渇監視の設定
12.4 稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定

505

12.

バッチサーバの動作設定（バッチアプリケーションを実行するシステム）

12.1 バッチサーバの動作設定の方法
この節では，マニュアル「Cosminexus 機能解説」で説明したバッチサーバの機能を有
効にするための設定項目と設定方法について説明します。
デフォルトで設定されているバッチサーバの動作を変更したい場合には，ユーザ定義
ファイルを編集して，バッチサーバの動作設定を変更する必要があります。例えば，
バッチサーバが使用するネーミングサービス，トランザクション，コネクション，ログ，
セキュリティの設定を変更したい場合，バッチサーバの JavaVM の起動オプションなど
を変更したい場合などには，簡易構築定義ファイルで設定を変更します。簡易構築定義
ファイルに，テキストエディタなどを使用して，変更対象のパラメタ名と変更後の値を
設定します。変更後の値を設定した簡易構築定義ファイルを Smart Composer 機能のコ
マンドを実行して反映することで，バッチサーバの動作設定を変更できます。ただし，
バッチサーバのセキュリティポリシーを変更したい場合には，Management Server では
設定できません。簡易構築定義ファイル以外のユーザ定義ファイルをテキストエディタ
などで編集して，動作設定を変更してください。

（1） 前提条件
server.policy を編集する場合は，編集対象のバッチサーバのセットアップが完了してい
ることが前提になります。また，UNIX の場合，動作設定を変更するときには，root 権
限（Component Container 管理者を設定していない場合）
，または Component
Container 管理者の権限（Component Container 管理者を設定している場合）が必要で
す。

（2） バッチサーバの動作を設定するユーザ定義ファイル
次の二つのユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで編集して，バッチサーバの動
作を設定します。
• 簡易構築定義ファイル
• server.policy（バッチサーバ用セキュリティポリシーファイル）
バッチサーバの動作設定は，簡易構築定義ファイルのパラメタで指定します。簡易構築
定義ファイルのパラメタは，<configuration> タグ内に，パラメタ名（<param-name>
タグ）とパラメタ値（<param-value> タグ）を設定して，編集します。簡易構築定義
ファイルでのパラメタの指定形式を次に示します。
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簡易構築定義ファイルでのパラメタの指定形式
<param>
<param-name> パラメタ名 </param-name>
<param-value> パラメタ値 1</param-value>
：
<param-value> パラメタ値 n</param-value>
</param>
<param>
：

簡易構築定義ファイルで編集した内容は，Smart Composer 機能のコマンドを使用して
反映します。
ユーザ定義ファイルのうち，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。server.policy（バッチ
サーバ用セキュリティポリシーファイル）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。

（3） そのほかのユーザ定義ファイルの編集について
usrconf.properties，および usrconf.cfg には，テキストエディタなどで直接編集しなく
ても，簡易構築定義ファイルのパラメタで設定した内容が反映されます。簡易構築定義
ファイルのパラメタと，usrconf.properties および usrconf.cfg との対応を次の表に示し
ます。
表 12-1

簡易構築定義ファイルのパラメタと，usrconf.properties および usrconf.cfg と
の対応

簡易構築定義ファイルのパラメタ
バッチサーバ用ユーザプロパティを設定するパラメタ
バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定でき

ユーザ定義ファイルの種類
usrconf.properties（バッチサーバ用
ユーザプロパティファイル）

るパラメタ※
バッチサーバ用オプション定義を設定するパラメタ
バッチサーバの拡張パラメタに設定できるパラメタ

usrconf.cfg（バッチサーバ用オプション
定義ファイル）

簡易構築定義ファイルの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。
Smart Composer 機能でシステムを構築する場合は，システムの一貫性を保つため，細
かい設定を変更する場合でも，簡易構築定義ファイルを編集するようにしてください。
テキストエディタなどで個別にファイルを直接編集する場合には，スペルミスなどに十
分注意してください。usrconf.properties と usrconf.cfg 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，このマニュアルでのパラメタの記載形式を，簡易構築定義ファイルのパラメタご
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とに説明します。
● バッチサーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタ
バッチサーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタの記載形式を次に示します。
なお，形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形式 2 は，表
中や，設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：

usrconf.properties で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.properties の < キー名称 > に読み替えて設定してください。バッチサーバ用
のユーザプロパティを設定するパラメタの場合，<param-value> タグのパラメタ値が
キーに指定する値となります。
● バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定するパラメタ
バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定するパラメタの記載形式を次に
示します。なお，形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形
式 2 は，表中や，設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：

usrconf.properties で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.properties の < キー名称 > に読み替えて設定してください。バッチサーバの
JavaVM のシステムプロパティに設定できるパラメタの場合，<param-value> タグの
設定値がキーに指定する値となります。バッチサーバの JavaVM のシステムプロパ
ティは，
「バッチサーバ用のユーザプロパティを設定するパラメタ」に設定できないも
のなどを指定する場合に使用します。
● バッチサーバ用オプション定義を設定するパラメタ
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バッチサーバ用オプション定義を設定するパラメタは，簡易構築定義ファイルのパラ
メタごとに記載形式が異なります。
• add.jvm.arg の場合
add.jvm.arg の場合の記載形式を次に示します。
形式
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パラメタの指定
内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
（設定値）

usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す「add.jvm.arg」を
太字
usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。
「add.jvm.arg」の場
合，<param-value> タグのパラメタ値（（設定値）
）がキーに指定する値となりま
す。
• add.jvm.arg 以外の場合
add.jvm.arg 以外の場合は，バッチサーバ用のユーザプロパティを設定するパラメ
タと記載形式は同じです。usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
太字
< パラメタ名 > を usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。
add.jvm.arg 以外の場合，<param-value> タグのパラメタ値がキーに指定する値と
なります。
● バッチサーバの拡張パラメタに設定できるパラメタ
バッチサーバの拡張パラメタに設定できるパラメタの記載形式を次に示します。なお，
形式 1 は，文章中や，設定するパラメタが一つの場合の形式で，形式 2 は，表中や，
設定するパラメタが複数の場合の形式です。
形式 1
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> の
<configuration> タグ内に，<
< パラメタ名 > パラメタで < 設定内容の説明 > を指定します。

形式 2
< 論理サーバ名（簡易構築定義ファイルの <logical-server-type> の指定値）> タグ内に次のパラ
メタを指定します。
• < パラメタ名 >
• ：

usrconf.cfg で直接編集する場合は，形式中に太字
太字で示す
< パラメタ名 > を
太字
usrconf.cfg の < キー名称 > に読み替えて設定してください。バッチサーバの拡張パラ
メタに設定できるパラメタの場合，<param-value> タグの設定値がキーに指定する値
となります。バッチサーバの拡張パラメタは，「バッチサーバ用オプション定義を設定
するパラメタ」に設定できないものなどを指定する場合に使用します。
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12.2 バッチサーバで設定できる主な項目
バッチサーバを構築する場合，バッチサーバの動作設定として必ず設定する項目と，必
要に応じて設定する項目があります。この節では，バッチサーバで設定する項目につい
て説明します。

12.2.1

バッチサーバの動作設定として必ず設定する項目

バッチサーバを構築する場合には，動作設定で必ず設定しなければならない項目があり
ます。バッチサーバの動作設定で必ず設定する項目を次の表に示します。
表 12-2

バッチサーバの動作設定で必ず設定する項目（簡易構築定義ファイル）

項目

設定内容

バッチサーバとして
サーバを構築するた
めの設定

バッチサーバとしてサーバを構築するには，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
の <configuration> タグ内に，次のパラメタを指定します。
• batch.service.enabled
バッチサーバとして構築するかどうかを指定します。パラメタの値は必ず
true を指定してください。

SecurityManager を
使用しない設定

バッチサーバの場合，SecurityManager は使用しません。SecurityManager を
使用しない設定をするには，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタを指定します。
• use.security
バッチサーバの起動時に SecurityManager を使用するかどうかを指定しま
す。パラメタの値は必ず false を指定してください。

ライトトランザク
ション機能を有効に
するための設定

バッチサーバの場合，ローカルトランザクションを使用します※。このため，
ローカルトランザクションに最適化された環境を提供する，ライトトランザク
ション機能を使用します。
ライトトランザクション機能は次のパラメタで有効にします。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled
ただし，デフォルトの設定ではライトトランザクションが有効になっています。
このため，このプロパティの設定を変更しないでください。このパラメタを設
定する場合は，必ず false を指定してください。

注※

12.2.2

バッチサーバの場合，グローバルトランザクションは使用できません。

バッチサーバの動作設定として必要に応じて設定す
る項目

ここでは，マニュアル「Cosminexus 機能解説」で説明した機能を使用するために設定
する項目を，次の分類に分けて説明します。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。

• EJB アクセス機能を使用するための設定
• ネーミング管理の機能を使用するための設定
• リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定
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• ガーベージコレクション制御機能を使用するための設定
• コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定
• システムの日常運用の支援機能を使用するための設定
• システムの保守支援機能を使用するための設定
• システムの監査支援機能を使用するための設定
なお，ここでは，バッチサーバの動作設定でユーザ定義ファイルを編集して設定できる
項目のうち，主な項目とその項目を設定するユーザ定義ファイル，および各ファイルの
パラメタやキーについて説明します。ユーザ定義ファイルのうち，簡易構築定義ファイ
ルとパラメタの詳細，およびここで説明していない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。簡易構築定義ファイル以
外のユーザ定義ファイルとキーの詳細，およびここで説明していないキーについては，
マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

ポイント
リソースの設定をする場合は，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用します。こ
こではサーバ管理コマンドで使用する属性ファイルとタグについて説明します。
Server Plug-in を使用する場合，属性ファイルのタグに対応した項目に設定します。属性
ファイルのタグと対応する画面，サーバ管理コマンドと Server Plug-in での操作および設定
項目については，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。属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」

を参照してください。

（1） EJB アクセス機能を使用するための設定
EJB アクセス機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに次の表に示す内容を設
定します。
表 12-3

EJB アクセス機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）

項目

設定内容

RMI-IIOP 通信のタ
イムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.rmi.request.timeout ※ 1
RMI-IIOP 通信のクライアントとサーバ間の通信タイムアウト時間を指定し
ます。

リモートインタ
フェースでの通信障
害発生時の EJB ク
ライアントの動作

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.container.rebindpolicy ※ 2
EJB メソッドの呼び出し時に通信障害が発生した場合のバッチサーバ側での
コネクションの再接続動作とリクエストの再送動作を指定します。
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項目

設定内容

バッチサーバの通信
ポートと IP アドレ
スの固定

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port ※ 1
バッチサーバの通信ポートを指定します。
• vbroker.se.iiop_tp.host ※ 1
バッチサーバの使用する IP アドレスまたはホスト名を固定するかどうかを指
定します。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

（2） ネーミング管理の機能を使用するための設定
ネーミング管理の機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定します。設定
内容を次の表に示します。
表 12-4

ネーミング管理の機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）

項目
基本設定

設定内容
デフォルトの設定では，バッチサーバはホスト名「localhost」，ポート番号
「900」の CORBA ネーミングサービスをインプロセスで自動起動して使用しま
す。設定を変更したい場合には，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.naming.host
CORBA ネーミングサービスのホスト名を指定します。※ 1
• ejbserver.naming.port
CORBA ネーミングサービスのポート番号を指定します。※ 1

ラウンドロビン検索
※2

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.namingservice.group.list ※ 1
CORBA ネーミングサービスのグループを指定します。
• ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls ※ 1
各グループに属する，CORBA ネーミングサービスのルート位置を指定しま
す。
• java.naming.factory.initial ※ 1
InitialContextFactory の実装をデレゲートしているクラスを指定します。
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項目

設定内容

ネーミングのキャッ
シング

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.cache ※ 1
ネーミングでのキャッシングを有効にするかどうかを指定します。
• ejbserver.jndi.cache.interval ※ 1
キャッシュクリアの間隔を指定します。
• ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option ※ 1
キャッシュクリアの範囲を指定します。
キャッシュを定期的にクリアするときの設定例（物理ティアの定義の場合）を
次に示します。
（例）
<configuration>
<logical-server-type>j2ee-server</logical-server-type>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache</param-name>
<param-value>on</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache.interval</param-name>
<param-value>60</param-value>
</param>
<param>
<param-name>ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option</
param-name>
<param-value>check</param-value>
</param>
：
</configuration>

ネーミングサービス
の通信タイムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jndi.request.timeout ※ 1
ネーミングサービスとの通信タイムアウト時間を指定します。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

ラウンドロビン検索は，ユーザ指定名前空間機能を使用していることが前提になります。

ユーザ指定名前空間機能を使用する場合，サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズが必要で
す。設定方法については，
「9.2.2

サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイズ」を参照してくだ

さい。

（3） リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定
リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するためには，簡易構築定義ファイ
ルに設定します。設定内容を次の表に示します。
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表 12-5

リソース接続とトランザクション管理の機能を使用するための設定（簡易構築
定義ファイル）

項目

設定内容

トランザクションの
タイムアウト

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut ※ 1
トランザクションのタイムアウト時間を指定します。

Application Server
が管理するトランザ
クションの外でコネ
クションシェアリン
グの有効化

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.connectionpool.sharingOutsideTransactionScope.enabled ※ 2
アプリケーションサーバが管理するトランザクションの外で複数回コネク
ションの取得を行ったときの，コネクションシェアリングの動作を指定しま
す。

コネクションアソシ
エーション

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.connectionpool.association.enabled ※ 1
コネクションアソシエーション機能を使用するかどうかを指定します。

DataSource オブ
ジェクトのキャッシ
ング

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。

DB Connector のコ
ンテナ管理でのサイ
ンオンの最適化

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
で指定します。
• ejbserver.connectionpool.applicationAuthentication.disabled ※ 2
コンテナ管理のサインオンの最適化機能を有効にするかどうかを指定します。

トランザクションタ
イムアウト（バッチ
サーバ単位）

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut ※ 1
バッチサーバ上で開始されるトランザクションのタイムアウトのデフォルト
値を指定します。

• ejbserver.jndi.cache.reference ※ 2
DataSource オブジェクトのキャッシングを有効にするかどうかを指定しま
す。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。

（4） ガーベージコレクション制御機能を使用するための設定
ガーベージコレクション制御機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定し
ます。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタで指定し
ます。
• ejbserver.batch.gc.watch.threshold
ガーベージコレクションを実行する条件となるメモリ使用量のしきい値を指定します。
ejbserver.batch.gc.watch.threshold は，簡易構築定義ファイルの，バッチサーバの
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JavaVM のシステムプロパティに設定します。

（5） コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定
コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定しま
す。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタで指定し
ます。
• add.class.path
コンテナ拡張ライブラリの JAR ファイルのパスを指定します。
• add.library.path
JNI 用ライブラリの検索パスを指定します。
これらのパラメタは，簡易構築定義ファイルのバッチサーバの拡張パラメタに設定しま
す。
コンテナ拡張ライブラリの機能を使用するための設定方法については，
「4.10 コンテナ
拡張ライブラリの設定」を参照してください。

（6） システムの日常運用の支援機能を使用するための設定
システムの日常運用の支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定しま
す。設定内容を次の表に示します。
表 12-6

システムの日常運用の支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）

項目
リソース枯渇監視機
能

稼働情報収集機能

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch から始まるパラメタ※で，リソース枯渇監視機能の使用の有無，
リソースの監視間隔やしきい値などを指定します。なお，リソースの種別に
よっては，リソースの監視間隔やしきい値は，サーバ管理コマンドで指定しま
す。設定方法については，「12.3 リソース枯渇監視の設定」を参照してくださ
い。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management から始まるパラメタ ※で，稼働情報の取得レベル，収集
間隔，稼働情報ファイルの出力先，イベントを発行するためのしきい値や監視
間隔などを指定します。
設定方法については，
「12.4 稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設定」
を参照してください。
また，イベント発行時に出力されるメッセージを利用して Management イベン
トを発行することもできます。Management イベントの設定については，
「14.1
Management イベントによる処理の自動実行の設定」を参照してください。
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項目

設定内容

Management イベン
トによる処理の自動
実行

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejbserver.manager.agent.MEventAgent.enabled ※
Management イベントの発行を有効にするかどうかを指定します。
このほかに，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
manager.mevent から始まるパラメタ ※で，Management イベント発行時の動
作を設定します。設定方法については，
「14.1 Management イベントによる処
理の自動実行の設定」を参照してください。

注※

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

（7） システムの保守支援機能を使用するための設定
システムの保守支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルに設定します。設
定内容を次の表に示します。
表 12-7

システムの保守支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル）

項目

設定内容

アプリケーションの
ユーザログ出力※

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.application から始まるパラメタで，バッチアプリケーションのユー
ザログの出力先，ログレベル，ログ面数，使用するフィルタ，フォーマッタな
どを指定します。設定方法については，「13.5 アプリケーションのユーザログ
出力の設定」を参照してください。

バッチサーバのログ

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，次のパラメタ
を指定します。
• ejb.server.log.directory
バッチサーバのログの出力先ディレクトリを指定します。
• ejbserver.logger から始まるパラメタ
バッチサーバのログのファイルサイズ，ファイル面数，出力レベルなどを指
定します。

出力※

設定方法については，
「13.4 バッチサーバのログ取得の設定」を参照してくだ
さい。

注※

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

（8） システムの監査支援機能を使用するための設定
システムの監査支援機能を使用するためには，簡易構築定義ファイルおよび監査ログ
ファイルに設定します。設定内容を次の表に示します。
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システムの監査支援機能を使用するための設定（簡易構築定義ファイル，監査
ログファイル）

項目
データベース監査証
跡との連携

設定個所
簡易構築定義
ファイル※

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタを指定します。
• ejbserver.container.audit_trail.enabled
データベース監査証跡連携機能を有効にするかどうかを指
定します。
設定方法については，J2EE サーバの場合と同じです。詳細
は，「4.15 データベース監査証跡との連携の設定」を参照し
てください。

監査ログ出力

注※

監査ログ定義
ファイル

監査ログ定義ファイルに，監査ログを出力するかどうかを指
定します。設定方法については，J2EE サーバの場合と同じ
です。詳細は，「4.16 監査ログ出力の設定」を参照してくだ
さい。

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバの JavaVM のシステムプロパティに設定します。
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12.3 リソース枯渇監視の設定
リソースの監視間隔やしきい値を指定してリソースを監視し，しきい値を超えた場合に
アラートを出力できます。また，リソース枯渇監視情報をファイルに出力できます。
バッチサーバの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファイルディスクリプタ，
スレッド数，スレッドダンプ，およびコネクションプールです。なお，Windows，AIX
では，ファイルディスクリプタは監視できません。また，Linux ではスレッド数を監視
できません。
リソース枯渇監視機能を使用するためには，次の二つの設定が必要です。
• リソース枯渇監視機能の有効化
• リソース種別ごとの監視の設定
この節では，これらのリソース枯渇監視機能を使用するための設定について説明します。

（1） リソース枯渇監視機能の有効化
デフォルトの設定では，リソース枯渇監視機能は有効になっているので，設定は不要で
す。簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ
内で，ejbserver.watch.enabled パラメタに true（リソース枯渇監視機能を有効にする）
が指定されていて，すべてのリソースが監視されるようになっています。なお，リソー
ス枯渇監視機能を無効にしたい場合には，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内で，ejbserver.watch.enabled パラメタに false
（リソース枯渇監視機能を無効にする）を指定してください。

（2） リソース種別ごとの監視の設定
デフォルトの設定では，監視対象となるすべてのリソースにしきい値や監視間隔の時間
などが設定されています。また，監視結果のリソース枯渇監視ログファイルへの出力も
有効になっています。リソース枯渇監視の設定を変更したい場合には，次の方法で設定
を変更してください。
● 次に示すリソースについては，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内で，各リソースの監視の設定をします。
• メモリ
• ファイルディスクリプタ
• スレッド数
• スレッドダンプ
● 次に示すリソースについては，サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタ単
位で，各リソースの監視の設定をします。
• コネクションプール
ただし，リソース枯渇監視ログファイルの面数とサイズは，usrconf.properties で指
定します。
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リソース種別ごとの監視の設定を次の表に示します。
表 12-9

リソース種別ごとの監視の設定

リソース種別
メモリ

設定個所
簡易構築定義
ファイル※ 1

設定内容
バッチサーバ単位で，メモリ監視の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.memory から始まるパラメタで，メモリ監視に
よるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソー
ス枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。また，
ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタで，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。※ 2

ファイルディス
クリプタ

バッチサーバ単位で，ファイルディスクリプタ監視の設定をしま
す。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.fileDescriptor から始まるパラメタで，ファイル
ディスクリプタ監視によるアラート出力の有無，監視のしきい
値，監視の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を
指定します。また，ejbserver.logger.channels.define から始まる
パラメタで，ファイルの面数，サイズを指定します。

スレッド数

バッチサーバ単位で，スレッド数監視の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.thread から始まるパラメタで，スレッド数監視
によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リ
ソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。また，
ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタで，ファイ
ルの面数，サイズを指定します。

スレッドダンプ

バッチサーバ単位で，スレッドダンプ監視の設定をします。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.threaddump から始まるパラメタで，スレッド
ダンプ監視によるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の
間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定しま
す。また，ejbserver.logger.channels.define から始まるパラメタ
で，ファイルの面数，サイズを指定します。

コネクション
プール

サーバ管理コ
マンド

リソースアダプタ単位でコネクションプール監視の設定をしま
す。
Connector 属性ファイルの <property-name> タグとして指定す
る <WatchEnabled>，<WatchThreshold>，<WatchInterval>，
<WatchWriteFileEnabled> タグで，コネクションプール監視に
よるアラート出力の有無，監視のしきい値，監視の間隔，リソー
ス枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。
リソースアダプタをデプロイしたあとで，サーバ管理コマンドの
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファ
イル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させてく
ださい。※ 3

簡易構築定義
ファイル※ 1

バッチサーバ単位で，リソース枯渇監視ログファイルの面数，サ
イズを指定します。

注※ 1

簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパティに設定します。

注※ 2

メモリ監視をする場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内で，
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JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パラメタには，-XX:PermSize と
-XX:MaxPermSize を指定し，メモリサイズは同じにすることをお勧めします。メモリサイズに異な
る値を指定した場合，Permanent 領域の領域拡張でもアラートが出力されることがあります。
JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
• -XX:PermSize=（設定値）
• -XX:MaxPermSize=（設定値）
また，フルガーベージコレクションの予兆を検知をするためには，JavaVM の Old 領域，New 領域
のサイズをチューニングする必要があります。
注※ 3

リソースアダプタをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンド

と cjsetresprop コマンドを使用してください。

なお，リソース枯渇監視ログファイルのファイルの面数，サイズは，簡易構築定義ファ
イルの次に示すパラメタで指定します。
● ejbserver.logger.channels.define.< 監視リソース名 >WatchLogFile.filenum
リソース種別ごとにリソース枯渇監視ログファイルのファイル数を指定します。
● ejbserver.logger.channels.define.< 監視リソース名 >WatchLogFile.filesize
リソース種別ごとにリソース枯渇監視ログファイルのファイルサイズを指定します。
これらのパラメタの監視リソース名には，リソース種別ごとのチャネル名を指定します。
• メモリの場合：MemoryWatchLogFile
• ファイルディスクリプタの場合：FileDescriptorWatchLogFile
• スレッド数の場合：ThreadWatchLogFile
• スレッドダンプの場合：ThreaddumpWatchLogFile
• コネクションプールの場合：ConnectionPoolWatchLogFile
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12.4 稼働情報ファイルの取得とイベント発行
の設定
稼働情報の収集機能では，バッチサーバの稼働状態を定期的に監視して，バッチサーバ
の各機能から出力されるサーバ性能やリソースの情報などの稼働情報を取得できます。
バッチサーバの各機能から出力される稼働情報を収集して，稼働情報ファイルに出力で
きます。また，稼働情報の監視対象にしきい値を設定しておくと，監視対象がしきい値
を超えたときにイベントを発行することができます。この節では，稼働情報ファイルを
取得するための設定と，イベントを発行するための設定について説明します。
稼働情報ファイルを出力する場合のデフォルトの出力先を次に示します。なお，作業
ディレクトリは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，ejb.public.directory パラメタで指定します。
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >¥stats
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/stats
デフォルトの設定では，バッチサーバが出力した稼働情報が収集されて，稼働情報ファ
イルに出力されます。また，稼働情報の監視対象がしきい値を超えたときにイベントが
発行されます。稼働情報ファイルの出力先や面数を変更したい場合や，稼働情報のしき
い値や監視間隔を変更したい場合には，簡易構築定義ファイルで設定を変更してくださ
い。稼働情報ファイルの収集とイベントの発行に必要な設定を次の表に示します。
表 12-10 稼働情報ファイルの収集とイベントの発行に必要な設定
分類
稼働情報収集間
隔

設定個所
簡易構築定義
ファイル※

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.statistics.interval パラメタで，稼働情報
を取得する間隔（秒）を指定します。
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分類

設定個所

稼働情報ファイ
ルの出力

設定内容
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.enabled パラメタで，稼働情報
ファイルを出力するかどうかを指定します。デフォルトは true で
す。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.dir パラメタで，稼働情報ファ
イルの出力先ディレクトリを指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.num パラメタで，稼働情報
ファイルの面数を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.period パラメタで，稼働情報
ファイルの面を切り替える時間間隔（時間）を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.stats_file.base_time パラメタで，稼働情
報ファイルの面を切り替える基点の時間を指定します。

イベント発行
（フルガーベー
ジコレクション
回数の監視）

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.enable
d パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視を有効に
するかどうかを指定します。デフォルトは true です。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.thresh
old パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視でのし
きい値を指定します。
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.management.JVM.stats_monitor.FullGCCount.interv
al パラメタで，フルガーベージコレクション回数の監視でのしき
い値監視の間隔を指定します。

注※
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13

トラブルシューティングの
資料取得の設定（バッチア
プリケーションを実行する
システム）
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での
トラブルシューティングの資料を取得するための設定方法につ
いて説明します。トラブルシューティングに必要な資料のう
ち，一部の資料は，運用を開始する前に資料取得のための設定
をしておく必要があります。

13.1 資料取得の設定の概要
13.2 snapshot ログ収集の設定
13.3 障害検知時コマンドによる資料取得の設定
13.4 バッチサーバのログ取得の設定
13.5 アプリケーションのユーザログ出力の設定
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13.1 資料取得の設定の概要
トラブルシューティングに必要な資料のうち，一部の資料は，運用を開始する前に資料
取得のための設定をしておく必要があります。例えば，OS の統計情報，ユーザダンプ
（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合），JavaVM のガーベージコレク
ションのログなどは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得できません。こ
れらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得することをお勧めします。
この節では，トラブルシューティングに必要な資料と，その概要について説明します。
また，デフォルトの設定で取得できるようになっている資料については，特に設定は不
要ですが，ログの出力先やサイズなどを変更したい場合には，簡易構築定義ファイルや
ユーザ定義ファイルを編集して，設定を変更してください。
トラブルシューティングの資料取得のための設定を次の表に示します。
表 13-1
資料の種類

トラブルシューティングの資料取得のための設定
資料取得のための設定

設定の
要否

設定方法の参
照先

snapshot ログ

snapshot ログの収集先，収集方法や収集のタイミングを
変更する場合には，ユーザ定義ファイルを編集します。

△

13.2，13.3

Management
Server のログ

mserver.properties（Management Server 環境設定ファ
イル）で，ログの出力レベルや，ログファイルの面数など
を設定します。

△

5.4 ※

性能解析ト
レースファイ
ル

mserver.properties（Management Server 環境設定ファ
イル）で，性能解析トレースファイルの面数を設定しま
す。
また，簡易構築定義ファイルで，論理パフォーマンスト
レーサ（performance-tracer）の <configuration> タグ内
に，パフォーマンストレーサのトレース取得レベルや，
PFR トレースファイルの面数などを指定します。

△

5.5 ※

バッチサーバ
のログ

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ログの出力
レベル，サイズ，面数などを設定します。
また，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.systemlog.enabled で，システムログ出
力の設定が有効になっている場合，バッチサーバの起動，
停止および異常終了のメッセージがイベントログ（UNIX
の場合，syslog）に出力されます。

△

13.4

アプリケー
ションのユー
ザログ

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ロガーやハ
ンドラの設定，ログの出力レベル，サイズ，面数などを設
定します。また，server.policy で，セキュリティポリシー
を設定します。

○

13.5

稼働情報ファ
イル

簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，稼働情報
ファイルの出力先や面数などを設定します。

△

12.4
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資料取得のための設定

設定の
要否

設定方法の参
照先

Cosminexus
Manager のロ
グ

manager.cfg で統合ログの面数やサイズを指定します。

△

5.11 ※

コンソールロ
グ

adminagent.properties でコンソールログの出力の有無，
面数やサイズを設定します。

△

5.12 ※

リソースアダ
プタのログ

サーバ管理コマンドを使用して，リソースアダプタ単位で
のログ出力の有無を設定します。
また，簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ
（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，ログの出力
レベル，サイズ，面数を設定します。

△

5.13 ※

Cosminexus
TPBroker の
トレースファ
イル

簡易構築定義ファイル（論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
の <configuration> タグ内），サーバ管理コマンド用の
usrconf.bat（UNIX の場合は usrconf）と
usrconf.properties で，トレースファイルの出力先や面数
などを設定します。

△

5.14 ※

Cosminexus
DABroker
Library のロ
グ

環境設定ユティリティまたは Cosminexus DABroker
Library 動作環境定義ファイルで，ログファイルサイズな
どを設定します。

△

5.15 ※

OS の統計情
報

Windows の場合，Windows のシステムモニタでシステム
リソースのパフォーマンスデータ取得の設定をします。

○

5.16 ※

ユーザダンプ

Windows の場合，ワトソン博士で，ユーザダンプ取得の
設定をします。

○

5.17 ※

core ダンプ

UNIX の場合，簡易構築定義ファイルやシェルコマンド
で，core ファイル取得の設定をします。

○

5.18 ※

JavaVM の資
料

簡易構築定義ファイルで，JavaVM のスレッドダンプや日
立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）の
出力方法や出力内容などの設定をします。

○

5.19 ※

サーバ管理コ
マンドのログ

サーバ管理コマンド用の usrconf.bat（UNIX の場合は
usrconf）と usrconf.properties で，ログの出力レベルな
どを設定できます。

△

9.2.2(3)

（凡例）
○：資料を取得する場合には，設定が必要。
△：デフォルトの資料取得の設定を変更する場合だけ，設定が必要。
注※

J2EE サーバの場合と設定方法に差異はありません。参照先の記述の「J2EE サーバ」を

「バッチサーバ」に置き換えてお読みください。

この表に示したログは，snapshot ログで一括収集できます。ただし，Cosminexus
TPBroker のトレースファイルについては，収集できるものと収集できないものが混在し
ています。このほかにも，snapshot ログのデフォルトの設定で取得できないログについ
ては，取得のための設定をしたり，snapshot ログの収集先に追加したりする必要があり
ます。また，ユーザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）につ
いては，固定のファイル名に対して収集します。障害発生時に収集するためには，ユー
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ザ作成の障害検知時コマンドを利用する必要があります。
なお，次のログはログ出力先を変更できません。
● セットアップ時に作成される install.log，移行コマンドなどのログファイル
● 次のディレクトリに出力される Java のスレッドダンプファイル
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称 >
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >
ログの種類やデフォルト値，チャネル名，取得できるログの詳細や取得方法については，
マニュアル「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してください。
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13.2 snapshot ログ収集の設定
システムの構成ソフトウェアがトラブル発生時にそのときの状態を出力したログを，
snapshot ログといいます。snapshot ログには，各種構成ソフトウェアのログのほかに，
スレッドダンプ，性能解析トレースなど，システム保守に必要な情報とアプリケーショ
ン保守に必要な情報が含まれます。Cosminexus で構築したシステムでは，これらの情
報を snapshot ログとして一括収集し，ZIP 形式のログファイルとして取得できます。
なお，snapshotlog コマンドで収集できる snapshot ログと，Management Server の運
用管理コマンド（mngsvrutil）などで収集できる snapshot ログでは，デフォルトの状態
で収集できるファイルが異なります。Management Server の運用管理コマンド
（mngsvrutil）などで収集できる snapshot ログは，デフォルトの状態でインストール情
報や OS の状態・ログなどを収集できますが，snapshotlog コマンドでインストール情報
や OS の状態・ログなどを収集するためには，コマンド実行時に指定する snapshot ログ
収集先対象リストファイルを編集して，snapshot ログの収集先を追加する必要がありま
す。
ここでは，バッチサーバを使用している場合の，snapshot ログの収集のタイミングと，
デフォルトの設定で収集できる資料について説明します。なお，このほかの説明につい
ては，J2EE サーバの場合と同じです。詳細は，
「5.2 snapshot ログ収集の設定」を参
照してください。

（1） snapshot ログの収集のタイミング
snapshot ログの収集のタイミングと取得のための設定を次の表に示します。
表 13-2
分類

snapshot ログの収集のタイミングと取得のための設定
収集のタイミング

自動的に収集
する※

論理サーバが障害時に自動停止される直前
バッチサーバが障害時に自動再起動される直前
バッチサーバを手動で一括再起動する直前

任意のタイミ
ングで収集す
る

注※

Management Server の運用管理コマンド
（mngsvrutil）で snapshot ログの収集を実行し
たとき

デフォルトの設定を変更するため
に必要な設定
• 障害検知時コマンドの設定
• snapshot ログの収集先のカス
タマイズ
• snapshot ログの収集先のカス
タマイズ

論理サーバの停止前，またはバッチサーバの再起動前のどちらのタイミングで snapshot ログ

を収集するかは，mserver.properties の com.cosminexus.mngsvr.snapshot.collect.point キーで変
更できます。デフォルトの設定では，論理サーバの停止前に snapshot ログが収集されます。

（2） snapshot ログで収集できるファイル
トラブルシューティングに必要な資料は，資料を保守員へ送付するときのタイミングに
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よって，一次送付資料と二次送付資料に分類されます。snapshot ログでは，一次送付資
料と二次送付資料を収集できます。
デフォルトの設定で一次送付資料および二次送付資料として収集できる資料を次の表に
示します。
表 13-3

デフォルトの設定で一次送付資料および二次送付資料として収集できる資料
資料の種類

一次送付資料

二次送付資料

メッセージログ

○

○

ユーザログ

○

○

例外ログ

○

○

保守用ログ

○

○

性能解析トレース

−

○※ 1

○※ 1

○※ 1

JavaVM のガーベージコレクションのログ

○

○

メモリダンプ

−

○

JavaVM ログファイル

○

○

エラーリポートファイル

○

○

OS の状態・ログ

○

○

OS の統計情報

○

○

定義情報

○

○

作業ディレクトリ

○

○

−※ 2

○

JavaVM のスレッドダンプ

リソースの設定
JavaVM のスタックトレース情報

○※ 1 ※ 3

○※ 1 ※ 3

稼働情報

○

○

監査ログ

−

○

（凡例）
○：収集できる。

−：収集できない。

注
Cosminexus の各構成ソフトウェアが出力するメッセージログや保守用ログは，snapshot ログ
のデフォルトの設定では，構成ソフトウェアのインストール時にデフォルトで作成されたディ
レクトリだけが収集対象となっています。構成ソフトウェアのログの出力先を変更している場
合には，収集先も変更してください。
注※ 1
システム提供の障害検知時コマンドによって取得されたものが，snapshot ログとして収集され
ます。システム提供の障害検知時コマンドについては，
「13.3 障害検知時コマンドによる資料
取得の設定」を参照してください。
注※ 2
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デフォルトの設定では，snapshotlog.conf には収集先のパスが記述されていますが，コメント
が付いているため収集対象外となっています。コメントを外すと収集できます。
注※ 3
UNIX の場合だけ取得できる資料です。
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13.3 障害検知時コマンドによる資料取得の設
定
障害検知時コマンドは，Management Server で管理している論理サーバにトラブルが発
生した場合に，システムによって実行されるコマンドです。この節では，トラブル
シューティングの資料を障害検知時コマンドで取得するための設定について説明します。
障害検知時コマンドを利用して，トラブル発生時のスレッドダンプやユーザダンプの取
得などの処理を実行することで，トラブル発生時のタイムリーな資料を取得できるよう
になります。また，障害検知時コマンドを利用している場合，次のどちらかのタイミン
グで snapshot ログを自動収集することもできます。
• 論理サーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，論理サー
バの停止前に snapshot ログが収集されます。
• バッチサーバにトラブルが発生した場合，障害検知時コマンドが実行されて，バッチ
サーバの再起動前に snapshot ログが収集されます。
障害検知時コマンドで取得した資料は snapshot ログとして収集できます。
デフォルトの設定では，論理サーバにトラブルが発生した場合にシステム提供の障害検
知時コマンドが実行されて，スレッドダンプや性能解析トレースなどが取得されます。
また，トラブルが発生した論理サーバの停止前に snapshot ログが収集されます。
システム提供の障害検知時コマンドで取得できる情報について，次の表に示します。
表 13-4

システム提供の障害検知時コマンドで取得できる情報

論理サーバ

OS

取得できる情報
プロセスダウンを検出した場合

ハングアップを検出した場合

論理パフォーマン
ストレーサ

Windows
UNIX

• バッファの内容を出力した PRF
トレースファイル

−

論理 J2EE サーバ

Windows

• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

UNIX

• JavaVM のスタックトレース情
報
• 性能解析トレースファイル

• スレッドダンプ
• 性能解析トレースファイル

なお，障害検知時コマンドには，システムで提供しているコマンドとユーザが作成した
コマンドの 2 種類があります。障害検知時コマンドの詳細については，
「5.3 障害検知
時コマンドによる資料取得の設定」を参照してください。
システム提供の障害検知時コマンドの動作設定を変更する場合，またはユーザ作成の障
害検知時コマンドを利用する場合に必要な設定については，「5.3 障害検知時コマンド
による資料取得の設定」を参照してください。その際に，「J2EE サーバ」を「バッチ
サーバ」に置き換えてお読みください。
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注意事項
ユーザ作成の障害検知時コマンドで取得した資料を snapshot ログとして収集するためには，
その資料の取得先を snapshot ログの収集先に追加する必要があります。snapshot ログの収
集先の追加については，「5.2(3)

snapshot ログの収集先のカスタマイズ」を参照してくだ

さい。
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13.4 バッチサーバのログ取得の設定
バッチサーバのログは，ログの出力先，ログサイズ，ログレベルを変更できます。変更
できる項目と，項目に対応する簡易構築定義ファイルのパラメタを次の表に示します。
なお，これらのパラメタは，簡易構築定義ファイルの，バッチサーバ用のユーザプロパ
ティに設定します。
表 13-5

バッチサーバのログ取得の設定項目

項目

対応する簡易構築定義ファイルのパラメタ

ログの出力先

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejb.server.log.directory

ログサイズ

ログファイル面数
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filenum
ログファイル 1 面当たりの最大サイズ
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filesize

ログレベル

論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の
ejbserver.logger.enabled.*

なお，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.logger.systemlog.enabled パラメタで true（デフォルト値）を指定した場合，
またはこのパラメタの指定を省略した場合は，バッチサーバの起動，停止および異常終
了のメッセージがイベントログ（UNIX の場合は，syslog）に出力されます。
それぞれの設定項目の詳細については，「5.6

J2EE サーバのログ取得の設定」を参照し

てください。その際に，「J2EE サーバ」を「バッチサーバ」に置き換えてお読みくださ
い。
また，簡易構築定義ファイルおよび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。

注意事項（UNIX の場合）
バッチサーバの起動，停止および異常終了のメッセージを syslog に出力するために
は，syslog の設定で，facility「daemon」に対する priority を「info」または
「debug」に設定する必要があります。また，syslog のログ出力先およびログファイ
ル名は，syslog の設定に依存します。
syslog および syslog の設定に関する詳細については，OS 付属のマニュアルで，
syslogd または syslog.conf の説明を参照してください。
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13.5 アプリケーションのユーザログ出力の設
定
Cosminexus では，日立トレース共通ライブラリを使用して，バッチアプリケーション
が出力するログを Cosminexus の構成ソフトウェアが出力するログと同じ形式（日立ト
レース共通ライブラリ形式）で出力できます。これによって，システムのログとバッチ
アプリケーションのログを同じ形式で扱うことができるようになり，システム全体のロ
グ運用の信頼性とログ出力の性能を高められます。
なお，バッチアプリケーションのユーザログ出力の設定は，J2EE アプリケーションの
ユーザログと同じです。設定方法については，
「5.20.1 アプリケーションのユーザログ
出力の設定方法」を参照してください。ただし，バッチアプリケーションの場合，セ
キュリティポリシーの設定は不要です。バッチアプリケーションのログを出力しない場
合は，この設定は不要です。
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Cosminexus のシステムでは，システムの可用性を高めるため
に，障害によるシステムダウンを防止する機能を提供していま
す。
この章では，Management イベントによる処理の自動実行の
設定方法について説明します。

14.1 Management イベントによる処理の自動実行の設定
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14.1 Management イベントによる処理の自動
実行の設定
障害によるシステムダウンを防止するために，バッチサーバでは Management イベント
による処理の自動実行の機能を使用できます。これによって，バッチアプリケーション
を実行するシステムの可用性を高めることができます。
Management イベントは，運用管理ドメイン内のバッチサーバで発生する障害やリソー
ス枯渇などの事象を Management Server に通知するためのイベントです。バッチサー
バが稼働中に出力するすべてのメッセージを契機にして Management イベントを発行で
きます。Management Server 側では，Management イベントが通知されたときの動作
を定義しておくことで，Management イベントが発生すると自動的にアクションを実行
できるようになります。このアクションを Management アクションといいます。
Management イベントを使用して障害などの事象を検知し，Management イベントに対
応する動作を Management アクションとして定義しておくことで，障害を回避するため
の対処など，発生した事象に対する処理を自動的に実行できるようになります。

14.1.1

Management イベントによる処理の自動実行の設定
手順

Management イベントによる処理の自動実行は，次の手順で設定してください。
1. Management イベント発行の設定をします。
Management イベントの発行を有効にして，Management イベント発行時の動作を
設定します。設定方法については，「6.3.2

Management イベント発行の設定」を参

照してください。※
2. Management イベント発行用メッセージ ID リストファイルを設定します。
リストファイルで，Management イベント発行対象となるメッセージを指定します。
設定方法については，「6.3.3

Management イベント発行用メッセージ ID リスト

ファイルの設定」を参照してください。※
3. Management イベント発行機能を利用する各機能の設定をします。
Management イベント発行機能を利用して，Management Server に Management
イベントを通知する機能の設定をします。
次に，設定した Management イベントに対応する Management アクションを実行す
るための設定をします。
設定方法については，「14.1.2

Management イベント発行機能を利用する各機能の

設定」を参照してください。
4. Management アクション実行用プロパティファイルを設定します。
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プロパティファイルで，Management アクションの定義，メッセージ ID と
Management アクションとのマッピングなどをします。設定方法については，
「6.3.5
Management アクション実行用プロパティファイルの設定」を参照してください。
※

5. Management アクション実行コマンドの設定をします。
Management アクションとして実行するコマンドを記述するコマンドファイル（バッ
チファイルまたはシェルスクリプトファイル）を作成します。設定方法については，
「6.3.6 Management アクション実行コマンドの設定」を参照してください。※ただ
し，バッチサーバの場合，CTM によるリクエストのスケジューリングは使用できな
いため，CTM に関する記述は該当しません。
注※

参照先の「J2EE サーバ」に関する説明を「バッチサーバ」に置き換えてお読みく

ださい。

14.1.2

Management イベント発行機能を利用する各機能の
設定

Management イベントを発行する機能の設定をしてください。
ここでは，例として，リソース枯渇監視機能で Management イベントを発行させるため
に必要な設定について説明します。リソースの監視間隔やしきい値を指定してリソース
を監視し，しきい値を超えた場合に Management イベントが発行されるように設定しま
す。
バッチサーバの場合，監視対象にできるリソースは，メモリ，ファイルディスクリプタ，
スレッド数，スレッドダンプ，コネクションプールです。なお，Windows，AIX では，
ファイルディスクリプタは監視できません。また，Linux ではスレッド数を監視できま
せん。
リソース枯渇監視機能を使用するためには，次の二つの設定が必要です。
• リソース枯渇監視機能の有効化
• リソース種別ごとの Management イベント発行の設定

（1） リソース枯渇監視機能の有効化
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.watch.enabled パラメタでリソース枯渇監視機能を使用するかどうかを指定し
ます。デフォルトの設定では，リソース枯渇監視機能の使用が有効になっていて，すべ
てのリソースが監視されるようになっています。

（2） リソース種別ごとの Management イベント発行の設定
デフォルトの設定では，監視対象となるすべてのリソースにデフォルトのしきい値が設
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定されていて，そのしきい値を超えた場合に Management イベントが発行されるように
なっています。Management イベント発行の設定を変更したい場合には，次の方法で設
定を変更してください。
● 次に示すリソースについては，簡易構築定義ファイルで，各リソースの監視の設定や
リソースの監視による Management イベント発行の有無などを指定します。
• メモリ
• ファイルディスクリプタ
• スレッド数
• スレッドダンプ
● 次に示すリソースについては，サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタ単位
で，各リソースの監視の設定やリソースの監視による Management イベント発行の
有無などを指定します。
• コネクションプール
ただし，リソース枯渇監視ログファイルの面数とサイズは，簡易構築定義ファイルで
指定します。
リソース種別ごとの Management イベント発行の設定を次の表に示します。
表 14-1
リソース種別
メモリ

リソース種別ごとの Management イベント発行の設定
設定個所
簡易構築定
義ファイル

設定内容
バッチサーバ単位で，次のパラメタに，メモリ監視による
Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，
リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，ファイルの面数，サ
イズを指定します。※ 1
• ejbserver.watch.memory.enabled
• ejbserver.watch.memory.threshold
• ejbserver.watch.memory.writefile.enabled
• ejbserver.watch.memory.interval

ファイルディス
クリプタ

バッチサーバ単位で，次のパラメタに，ファイルディスクリプタ監
視による Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視
の間隔，リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，ファイルの
面数，サイズを指定します。
• ejbserver.watch.fileDescriptor.enabled
• ejbserver.watch.fileDescriptor.threshold
• ejbserver.watch.fileDescriptor.writefile.enabled
• ejbserver.watch.fileDescriptor.interval

スレッド数

バッチサーバ単位で，次のパラメタに，スレッド数監視による
Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，
リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，ファイルの面数，サ
イズを指定します。
• ejbserver.watch.thread.enabled
• ejbserver.watch.thread.threshold
• ejbserver.watch.thread.writefile.enabled
• ejbserver.watch.thread.interval
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設定個所

スレッドダンプ

コネクション
プール

設定内容
バッチサーバ単位で，次のパラメタに，スレッドダンプ監視による
Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，
リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無，ファイルの面数，サ
イズを指定します。
• ejbserver.watch.threaddump.enabled
• ejbserver.server.threaddump.filenum
• ejbserver.watch.threaddump.threshold
• ejbserver.watch.threaddump.writefile.enabled
• ejbserver.watch.threaddump.interval

サーバ管理
コマンド

リソースアダプタ単位で，コネクションプール監視の設定をします。
Connector 属性ファイルの <property-name> タグとして指定する
<WatchEnabled>，<WatchThreshold>，<WatchInterval>，
<WatchWriteFileEnabled> タグで，コネクションプール監視による
Management イベント発行の有無，監視のしきい値，監視の間隔，
リソース枯渇監視ログファイルの出力の有無を指定します。サーバ
管理コマンドの cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを
取得し，ファイル編集後に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反
映させてください。※ 2

簡易構築定
義ファイル

バッチサーバ単位で，次のパラメタに，リソース枯渇監視ログファ
イルの面数，サイズを指定します。
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 3.filenum
• ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 > ※ 3.filesize

注※ 1

メモリ監視をする場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，

JavaVM 起動パラメタを定義します。JavaVM 起動パラメタには，-XX:PermSize と
-XX:MaxPermSize を指定し，メモリサイズは同じにすることをお勧めします。メモリサイズに異な
る値を指定した場合，Permanent 領域の領域拡張でもアラートが出力されることがあります。
JavaVM 起動パラメタの指定内容を次に示します。
<param-name> タグ
add.jvm.arg
<param-value> タグ
• -XX:PermSize=（設定値）
• -XX:MaxPermSize=（設定値）
また，フルガーベージコレクションの予兆検知をするためには，JavaVM の Old 領域，New 領域の
サイズをチューニングする必要があります。
注※ 2

リソースアダプタをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンド

と cjsetresprop コマンドを使用してください。
注※ 3

リソース種別ごとのチャネル名を次に示します。

• メモリの場合：MemoryWatchLogFile
• ファイルディスクリプタの場合：FileDescriptorWatchLogFile
• スレッド数の場合：ThreadWatchLogFile
• スレッドダンプの場合：ThreaddumpWatchLogFile
• コネクションプールの場合：ConnectionPoolWatchLogFile
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この章では，リソースの設定について説明します。

15.1 リソース設定の概要
15.2 リソースアダプタの設定
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15.1 リソース設定の概要
バッチサーバはリソースとして次に示すデータベースを利用できます。
• HiRDB
• Oracle
• XDM/RD E2
• SQL Server ※
注※

SQL Server と接続できるのは Windows の場合だけです。

接続先のデータベースの種類によって，データベースの接続方法，使用できる JDBC ド
ライバなどが異なります。リソースへの接続については，マニュアル「Cosminexus 機
能解説」のリソースへの接続方法に関する説明を参照してください。
これらのデータベースを利用するためにはリソースアダプタを使用します。リソースア
ダプタを利用するには，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用して，リソー
スアダプタのプロパティ設定やインポートなどの作業が必要です。リソースアダプタの
設定については，「15.2

リソースアダプタの設定」を参照してください。

なお，リソースの設定をする前に，リソースの設定に関する注意事項を理解しておいて
ください。また，サーバ管理コマンドを使用する場合には，必要に応じて，サーバ管理
コマンドの動作設定をカスタマイズしてください。リソース設定時の注意事項や，サー
バ管理コマンドを使用するための動作設定については，「9.2 リソースと J2EE アプリ
ケーションの設定の前に」を参照してください。
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15.2 リソースアダプタの設定
バッチアプリケーションからデータベースに接続するには，DB Connector というリソー
スアダプタを使用します。この節では，バッチサーバで使用するリソースアダプタの設
定について説明します。バッチサーバの場合，リソースアダプタは，J2EE リソースアダ
プタとしてデプロイして使用します。

参考
リソースアダプタが DB Connector の場合，Cosminexus が提供する Connector 属性ファイ
ルのテンプレートファイルが使用できます。Connector 属性ファイルのテンプレートファイ
ルを使用すると，DB Connector をインポートする前に，Connector 属性ファイルを編集し
ておくことができます。このため，編集対象の Connector 属性ファイルをサーバ管理コマン
ド（cjgetrarprop コマンドまたは cjgetresprop コマンド）で取得する操作が不要になりま
す。Connector 属性ファイルのテンプレートは，次の場所に格納されています。テンプレー
トファイルはコピーして使用してください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥admin¥templates¥
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/templates/
なお，Connector 属性ファイルのテンプレートファイル，およびテンプレートファイル使用
時の注意事項については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照して

ください。

！

注意事項
Cosminexus 07-00 よりも前のバージョンで使用していたリソースアダプタを Cosminexus
07-10 以降で使用する場合には，リソースアダプタの移行作業が必要です。リソースの移行
方法については，「付録 A.8

リソースアダプタの移行コマンドの実行」を参照してくださ

い。

15.2.1

リソースアダプタの設定の流れ

リソースアダプタの設定には，サーバ管理コマンドを使用します。バッチサーバの場合，
リソースアダプタは，J2EE リソースアダプタとしてデプロイして使用します。
バッチサーバで使用するリソースアダプタの新規設定の流れを次の図に示します。
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図 15-1

バッチサーバで使用するリソースアダプタの新規設定の流れ

図中の 1. 〜 4. について説明します。
1. サーバ管理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。
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。
インポートするリソースアダプタについては，「15.2.2

リソースアダプタの種類」を

参照してください。
2. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタをデプロイします。
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。
リソースアダプタは，デプロイすると J2EE リソースアダプタとして使用できます。
J2EE リソースアダプタとは，バッチ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。サーバ管理コマンドでインポートしたリソー
スアダプタをデプロイすると，バッチサーバ上で使用できるようになります。
3. サーバ管理コマンドを使用してリソースアダプタのプロパティを定義します。
cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
バッチサーバの場合，ユーザ指定名前空間機能を使用してリソースアダプタに別名を
設定してください。ユーザ指定名前空間機能を使用した別名の設定は，リソースアダ
プタのプロパティで定義します。ユーザ指定名前空間機能の設定については，マニュ
アル「Cosminexus 機能解説」のリソースに接続するバッチアプリケーションの作
成に関する説明を参照してください。
リソースアダプタのプロパティ定義で設定できる内容については，「15.2.3

リソース

アダプタのプロパティ定義で設定できること」を参照してください。
4. サーバ管理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。
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。リソー
スごとの接続テストでの検証内容については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」

544

15.

リソースの設定（バッチアプリケーションを実行するシステム）

のリソースへの接続テストに関する説明を参照してください。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。また，コマンドや属性ファイルについては，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」
，またはマニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

なお，次の手順については，
「9.3.1 リソースアダプタの設定の流れ（J2EE リソースア
ダプタとしてデプロイして使用する場合）
」を参照してください。その際，「J2EE サー
バ」を「バッチサーバ」に，
「J2EE アプリケーション」を「バッチアプリケーション」
に置き換えてお読みください。
• コネクションプールのクラスタ化機能を使用する場合のリソースアダプタの設定の流
れ
• リソースアダプタの設定を変更する場合の流れ
• リソースアダプタを入れ替える場合の流れ

参考
次のような場合，リソースアダプタをエクスポート・インポートすることで，効率良くリ
ソースアダプタを設定できます。
• 開発環境で設定したリソースアダプタをエクスポートして，運用環境にインポートして使
用する場合
• 運用環境ですでに動いているリソースアダプタをエクスポートして，増設したバッチサー
バにインポートして使用する場合
エクスポートとインポートは cjexportrar と cjimportres で実行します。
なお，Application Server のバージョンやプラットフォームが異なるホスト間では，リソー
スアダプタをエクスポート・インポートして使用することはできません。リソースアダプタ
をエクスポートするホストと，Application Server のバージョンやプラットフォームが異な
るホストでリソースアダプタを設定する場合は，リソースアダプタを新規に設定してくださ
い。

15.2.2

リソースアダプタの種類

リソースアダプタは，接続するデータベースの種類によってファイルが異なります。リ
ソースアダプタの種類を次の表に示します。なお，バッチサーバではグローバルトラン
ザクションは使用できません。
表 15-1

バッチサーバで使用できるリソースアダプタの種類

RAR ファイル名

説明

DBConnector_HiRDB_Type4_CP.ra
r

HiRDB Type4 JDBC Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB，XDM/RD
E2 に接続する場合に選択します。
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RAR ファイル名

説明

DBConnector_DABJ_CP.rar

Cosminexus DABroker Library を使用して，ローカルトランザ
クションまたはトランザクション管理なしで，HiRDB，
Oracle，XDM/RD E2 に接続する場合に選択します。

DBConnector_Oracle_CP.rar

Oracle JDBC Thin Driver を使用して，ローカルトランザク
ションまたはトランザクション管理なしで，Oracle に接続する
場合に選択します。

DBConnector_SQLServer_CP.rar

SQL Server 2000 Driver for JDBC を使用して，ローカルトラン
ザクションまたはトランザクション管理なしで，SQL Server
2000（Windows の場合だけ）に接続する場合に選択します。

DBConnector_SQLServer2005_CP.r
ar

SQL Server 2005 JDBC Driver を使用して，ローカルトランザ
クションまたはトランザクション管理なしで，SQL Server 2005
（Windows の場合だけ）に接続する場合に選択します。

DBConnector_CP_ClusterPool_Roo
t.rar

コネクションプールのクラスタ化機能のルートリソースアダプ
タです。ルートリソースアダプタに属するメンバリソースアダ
プタが，ローカルトランザクションまたはトランザクション管
理なしで，Oracle に接続する場合に選択します。

DBConnector_Oracle_CP_ClusterP
ool_Member.rar

コネクションプールのクラスタ化機能のメンバリソースアダプ
タです。Oracle JDBC Thin Driver を使用して，ローカルトラ
ンザクションまたはトランザクション管理なしで，Oracle に接
続する場合に選択します。なお，J2EE アプリケーションのリ
ソースリファレンスに設定して使用できません。

注

新規に，DB Connector の RAR ファイルを使用する場合，Cosminexus で提供する Connector

属性ファイルのテンプレートファイルを使用して，プロパティを定義できます。Connector 属性
ファイルのテンプレートファイルは，すべての DB Connector の RAR ファイルに対して提供してい
ます。提供しているテンプレートファイルについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

15.2.3

リソースアダプタのプロパティ定義で設定できるこ
と

リソースに接続するバッチアプリケーションの場合，ユーザ指定名前空間機能を使用し
てリソースアダプタに別名を設定します。バッチアプリケーションからリソースアダプ
タをルックアップするには，ユーザ指定名前空間機能で設定した別名を使用します。
ユーザ指定名前空間機能の設定については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のリ
ソースに接続するバッチアプリケーションの作成に関する説明を参照してください。
また，リソースアダプタのプロパティとして設定する項目のうち，DB Connector で設定
できる主な項目と，その項目の設定方法について説明します。
● リソースアダプタのプロパティは，サーバ管理コマンドまたは Server Plug-in を使用
して定義します。
● ここではサーバ管理コマンドで使用する Connector 属性ファイルのタグについて説明
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します。cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後
に，cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させてください。なお，リソースアダプ
タをデプロイする前にプロパティを定義する場合は，cjgetresprop コマンドと
cjsetresprop コマンドを使用してください。
● Server Plug-in を使用する場合，属性ファイルのタグに対応した項目に設定します。
属性ファイルのタグと対応する画面については，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。
● 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。
● 項目を設定する Connector 属性ファイルのタグの詳細，サーバ管理コマンドと Server
Plug-in での操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作
ガイド」
，およびマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してくだ

さい。
● ここで説明していない項目と，その項目を設定する Connector 属性ファイルのタグの
詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」，お
よびマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

DB Connector のプロパティ定義で設定できる内容を次の表に示します。
表 15-2

DB Connector のプロパティ定義で設定できる内容

分類

項目

設定内容

一般情報

トランザクションサポー
トレベル

<transaction-support> タグで，トランザクションサ
ポートレベルを設定します。トランザクション管理
なし（NoTransaction），またはローカルトランザク
ション（LocalTransaction）を指定します。バッチ
サーバの場合，グローバルトランザクション
（XATransaction）は指定できません。

コンフィグレー
ションプロパティ

データベースコネクショ
ン確立までの待ち時間

<config-property> タグの loginTimeout で，データ
ベースコネクション確立までのバッチアプリケー
ションの待ち時間を指定します。

ステートメントキャンセ
ル

<config-property> タグの CancelStatement で，ト
ランザクションタイムアウト発生時のステートメン
トキャンセルを有効にするかどうかを指定します。

PreparedStatement の

<config-property> タグの
PreparedStatementPoolSize で，
PreparedStatement のプールサイズを指定します。

プールサイズ※ 1
CallableStatement の
プールサイズ※ 1
実行時プロパティ

コネクションの最小値と
最大値

<config-property> タグの
CallableStatementPoolSize で，CallableStatement
のプールサイズを指定します。
<property> タグの MinPoolSize と MaxPoolSize で，
コネクションプールにプールするコネクションの最
小値と最大値を指定します。
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分類

項目

設定内容

コネクションの障害検知

<property> タグの ValidationType でコネクションの
障害を検知するタイミングを指定し，
ValidationInterval で障害を検知する間隔を指定しま
す。
なお，コネクションの障害検知にタイムアウトを設
定する場合には，NetworkFailureTimeout でコネク
ション管理スレッドの使用を有効にします。※ 2

コネクションの取得リト
ライ

<property> タグの RetryCount でコネクション取得
に失敗した場合のリトライ回数を指定し，
RetryInterval でリトライ間隔を指定します。

コネクションスイーパ

<property> タグの SweeperInterval でコネクション
の自動破棄（コネクションスイーパ）が動作する間
隔を指定し，ConnectionTimeout でコネクションの
最終利用時刻からコネクションを自動破棄するかど
うかを判定するまでの時間を指定します。

コネクション枯渇時のコ
ネクション取得待ち

<property> タグの RequestQueueEnable でコネク
ション枯渇時のコネクション取得待ちを有効にする
かどうかを指定し，RequestQueueTimeout で待ち時
間を指定します。

コネクションプールの
ウォーミングアップ

コネクションプールのウォーミングアップ機能を使
用する場合，<property> タグで，Warmup を指定し
ます。

コネクション管理スレッ
ド

コネクション管理スレッドを使用する場合，
<property> タグで，NetworkFailureTimeout を指定
します。
コネクション管理スレッドを使用する場合，コネク
ションの障害検知機能，およびコネクション数調節
機能のタイムアウト（どちらもタイムアウト時間は 5
秒で固定）を使用する設定になります。

コネクション数調節機能

<property> タグの
ConnectionPoolAdjustmentInterval で，コネクショ
ン数調節機能が動作する間隔を指定します。
なお，コネクション数調節機能にタイムアウトを設
定する場合には，NetworkFailureTimeout でコネク
ション管理スレッドの使用を有効にします。※ 2

注※ 1

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機能を利用できな

いため，これらのプロパティには 0 を指定してください。
注※ 2

同じキーで設定します。このため，コネクションの障害検知機能でタイムアウトを使用する

場合は，コネクション数調節機能でもタイムアウトを使用する設定となります。

なお，DB Connector を使用してデータベースに接続する場合に設定する，DB
Connector のプロパティ定義については，マニュアル「Cosminexus

アプリケーション

設定操作ガイド」を参照してください。属性ファイルについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
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16

ほかのプログラムとの連携

JP1 との連携の設定
この章では，Management Server を利用して JP1 と連携し，
JP1 の集中監視，運用の自動化，稼働状況の分析などの機能を
使用して，Cosminexus 以外で構築されたシステムも含めた業
務システム全体を一括管理するために必要な設定について説明
します。

16.1 JP1 との連携の設定の概要
16.2 監視ツリーの自動生成の設定
16.3 障害監視の設定
16.4 稼働性能監視の設定
16.5 ジョブによるシステムの自動運転の設定
16.6 監査ログの収集／一元管理の設定
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16.1 JP1 との連携の設定の概要
この節では，JP1 との連携の設定の概要について説明します。
Management Server を利用して JP1 と連携することで，JP1 の集中監視，システム構
成の定義・管理，運用の自動化，稼働状況の分析などの機能を使用して，Cosminexus
以外で構築されたシステムも含めた業務システム全体を一括管理できるようになります。
JP1 との連携では，業務システムの運用形態に応じて，次の設定を組み合わせて環境を
構築してください。
• システムの集中監視および構成情報の定義・管理の設定（JP1/IM との連携）
• システムの自動運転の設定（JP1/AJS2 または JP1/AJS2 - SO との連携）
• 監査ログの収集／一元管理（JP1/NETM/Audit との連携）

16.1.1

システムの集中監視および構成情報の定義・管理の
設定（JP1/IM との連携）

JP1/IM と連携することで，システムの集中監視およびシステムの構成情報の定義・管理
ができます。
システムの集中監視は，業務システム全体のリソースの状態を監視することで，稼働性
能を把握，調査したり，障害の発生を検知し，原因を究明して対策したりします。また，
システムの構成情報の定義・管理では，構築時にシステムの構成を GUI を使用して定義
したり，定義したシステム構成を管理したりします。なお，JP1/IM と連携したシステム
の運用の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のシステムの集中監視
に関する説明を参照してください。

（1） JP1/IM と連携したシステムの集中監視
JP1/IM と連携してシステムを集中監視する場合の設定内容を次に示します。
● 監視ツリーの自動生成の設定
JP1/IM で Cosminexus の障害や稼働性能を監視するために必要な設定をして，JP1/
IM - Central Console ※の統合スコープに表示する Cosminexus 用の監視ツリーを自
動生成します。設定方法については，
「16.2

監視ツリーの自動生成の設定」を参照し

てください。
● 障害監視の設定
JP1/IM - Central Console ※の統合コンソール，または JP1/IM - Central Scope ※の統
合スコープから，Cosminexus システムで発生した障害を監視するための設定をしま
す。設定方法については，
「16.3

障害監視の設定」を参照してください。

● 稼働性能監視の設定
JP1/IM - Central Console ※の統合コンソールと JP1/IM - Central Scope ※の統合ス
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コープを使用して，Cosminexus システムの稼働性能を監視するための設定をします。
設定方法については，「16.4
注※

稼働性能監視の設定」を参照してください。

JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central Scope は JP1 Version 7i の製品

です。JP1 Version 8 の場合，この二つの製品は JP1/IM - Manager に統合され，内部
コンポーネントとして提供されています。

（2） JP1/IM と連携したシステムの構成情報の定義・管理
システムの構成情報の定義および管理を JP1/IM - CM と連携して実施できます。JP1/IM
- CM を使用すると，GUI を使用してビジュアルにシステムの構成情報を定義したり，定
義した構成情報を管理したりできます。また，JP1/IM - CM では，定義したシステムの
構成情報を XML ファイルとして出力できます。この XML ファイルは，Smart
Composer 機能でシステムを構築するときに作成する簡易構築定義ファイルとして使用で
きるので，Smart Composer 機能を使用したシステム構築がより簡単になります。
なお，JP1/IM - CM との連携の概要および Smart Composer 機能については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」
，およびマニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイ
ド」を参照してください。

16.1.2

システムの自動運転の設定（JP1/AJS2，JP1/AJS2 SO との連携）

システムの自動運転は，サーバやアプリケーションの開始や停止のスケジュールをあら
かじめ定義しておくことで，効率的なリソースの配分や業務の効率化，省略化を図る運
用方法です。Cosminexus では，JP1/AJS2 と連携して，自動運転をジョブに定義しま
す。Windows の場合には，Cosminexus 用のカスタムジョブを利用してジョブを定義で
きます。カスタムジョブは，JP1/AJS2 以外のプログラムと JP1/AJS2 が連携するジョブ
を定義する場合に，目的のジョブを容易に作成するために使用できるジョブのテンプ
レートです。
JP1/AJS2 と連携したシステムの運用の詳細については，マニュアル「Cosminexus

機

能解説」のジョブによるシステムの自動運転に関する説明を参照してください。JP1/
AJS2 と連携して Cosminexus システムを自動運転化するための設定方法については，
「16.5 ジョブによるシステムの自動運転の設定」を参照してください。
また，システムの自動運転は，シナリオで定義することもできます。シナリオで定義す
る場合は，JP1/AJS2 - SO を使用します。JP1/AJS2 - SO は，Smart Composer 機能で
システム構築をしている場合にだけ連携できます。JP1/AJS2 - SO との連携の概要およ
び Smart Composer 機能については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」
，およびマ
ニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
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16.1.3

監査ログの収集／一元管理（JP1/NETM/Audit との連
携）

JP1/NETM/Audit を使用して，Cosminexus のアプリケーションサーバ，運用管理サー
バ，連携する日立オープンミドルウェア製品などが出力した監査ログを自動で収集でき
ます。また，JP1/NETM/Audit に組み込まれているデータベースを使用して，収集した
監査ログを一元管理できます。なお，JP1/NETM/Audit と連携したシステムの収集およ
び一元管理の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の監査ログの収集
および一元管理に関する説明を参照してください。
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16.2 監視ツリーの自動生成の設定
この節では，JP1/IM の統合スコープに表示する Cosminexus 用の監視ツリーを自動生成
するための設定について説明します。
まず，次の表に示すサーバおよびクライアントに，監視ツリーの自動生成に必要な JP1
の製品または Cosminexus の製品の構成ソフトウェアをインストール，セットアップし
ておいてください。なお，JP1/IM と連携する場合のシステム構成については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」のシステムの集中監視に必要なプログラムに関する説明を
参照してください。
表 16-1

監視ツリーの自動生成に必要な製品または構成ソフトウェア

サーバ／クライアント

製品／構成ソフトウェア

J2EE サーバ

• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Manager

Cosminexus の運用管理サーバ

• Cosminexus Manager
• JP1/Base

JP1 統合運用管理サーバ

• JP1/Base
• JP1/IM - Central Console ※
• JP1/IM - Central Scope ※

運用管理クライアント

注※

• JP1/IM - View

JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central Scope は JP1 Version 7i の製品です。JP1

Version 8 の場合，この二つの製品は JP1/IM - Manager に統合され，内部コンポーネントとして提
供されています。JP1 Version 8 を使用する場合は，JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central
Scope を JP1/IM - Manager に置き換えてお読みください。

Cosminexus 用の監視ツリーを自動生成するための手順を次に示します。
1. Cosminexus の運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• Cosminexus アダプタコマンドのセットアップ（16.2.1 参照）
• Cosminexus アダプタコマンドの実行環境の設定（16.2.2 参照）
• Management Server での環境設定（16.2.3 参照）
2. JP1 統合運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• JP1/Base の構成定義の作成（16.2.4 参照）
3. 運用管理クライアントで，次の作業を実施します。
• 監視ツリーの自動生成（16.2.5 参照）

16.2.1

Cosminexus アダプタコマンドのセットアップ

監視ツリーの自動生成に使用する定義情報を収集するために，JP1/Base によって実行さ
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れる Cosminexus アダプタコマンドを JP1/Base に登録します。
Cosminexus の運用管理サーバで mngsvr_adapter_setup コマンドを実行して，JP1/
Base の環境に Cosminexus 用のアダプタコマンド設定ファイルを追加します。なお，
mngsvr_adapter_setup コマンドを実行するユーザには Administrator 権限（UNIX の
場合は，root 権限）が必要です。mngsvr_adapter_setup コマンドの実行例を次に示し
ます。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥bin¥mngsvr_adapter_setup -i -t IM_CS
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvr_adapter_setup -i -t IM_CS
mngsvr_adapter_setup コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus
レンス

16.2.2

リファ

コマンド編」を参照してください。

Cosminexus アダプタコマンドの実行環境の設定

Cosminexus アダプタコマンドを実行するための環境は，Management Server の運用管
理コマンドである mngsvrutil コマンドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）
に設定します。
Cosminexus の運用管理サーバで，OS ユーザ（SYSTEM ユーザ）のホームディレクト
リ（UNIX の場合は，JP1/Base を起動した OS ユーザのホームディレクトリ）に，クラ
イアント側定義ファイルを作成して，次のパラメタを指定します。
• mngsvrutil.connect.host
Management Server のホスト名とポート番号を指定します。
• mngsvrutil.connect.userid
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定した管理ユーザ ID を指定し
ます。
• mngsvrutil.connect.password
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定したパスワードを指定しま
す。パスワードを設定していない場合，このパラメタの指定は省略できます。
クライアント側定義ファイルは，mngsvrutil コマンドのオプションのデフォルト値を設
定するファイルです。なお，mngsvrutil コマンドの実行環境を変更したい場合は，
Management Server の運用管理コマンドである mngsvrutil コマンドのサーバ側定義
ファイル（mngsvrutil.properties）で変更します。
コマンドおよびファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
ド編」，またはマニュアル「Cosminexus
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参考
クライアント側定義ファイルはクライアントごとに個別のデフォルト値を設定する場合に使
用します。すべてのクライアント共通のデフォルト値を設定したい場合は，クライアント側
共通設定ファイル（mngsvrutilcl.properties）を使用してください。なお，両方のファイル
を使用している場合は，クライアント側定義ファイルが適用されます。クライアント側共通
設定ファイルは読み込まれません。

16.2.3

Management Server での環境設定

監視ツリーを自動生成する前に，Management Server で次の設定をしてください。
• Web システムの構成定義
決定したシステム構成パターンで，Web システムを構築してください。Web システム
の構築には，Smart Composer 機能のファイルとコマンドを使用します。
Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，Web システムの構成や，Web シス
テム内の論理サーバの環境を定義し，Smart Composer 機能のコマンドで，定義した
ファイルを基に Web システムを構築します。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。
• J2EE サーバへの J2EE アプリケーションのインポート
詳細については，
「9.5.1

J2EE アプリケーションの設定の流れ」を参照してくださ

い。
運用管理エージェントと Management Server の起動および停止については，「3.2

シス

テムの起動と停止の設定」を参照してください。
なお，論理サーバの構成や J2EE アプリケーションの数を変更した場合は，もう一度監
視ツリーを自動生成する必要があります。

16.2.4

JP1/Base の構成定義の作成

JP1/IM が管理するシステムの構成を定義する JP1/Base の構成定義ファイルを作成しま
す。また，JP1/Base の構成定義ファイルに定義したホストへ，定義情報を配布します。
JP1/Base の構成定義の作成手順を次に示します。なお，詳細については，マニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド」
，
またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・
運用ガイド」のシステムの構成定義情報の設定に関する説明を参照してください。
1. JP1/Base の構成定義ファイルを作成して，システムの構成を定義します。
構成定義ファイル（jbs_route.conf）は次の場所にインストールされています。
• Windows の場合
<JP1/Base のインストールディレクトリ >¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf
• UNIX の場合
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/etc/opt/jp1base/conf/route/jbs_route.conf
構成定義ファイルの内容を次に示します。
構成定義ファイルの内容
［JP1 統合運用管理サーバマシンのホスト名］
J2EE サーバマシンのホスト名
Cosminexus の運用管理サーバマシンのホスト名
2. jbsrt_distrib コマンドを実行して，構成定義情報を配布します。

16.2.5

監視ツリーの自動生成

運用管理クライアントにある JP1/IM - View で，監視ツリーを自動生成します。
監視ツリーを自動生成するための手順を次に示します。監視ツリーの自動生成は，JP1/
IM - View がインストールされた運用管理クライアント（Windows）で実施してくださ
い。JP1/IM の起動と停止，ログインとログアウトなどの操作については，マニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド」，
またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・
運用ガイド」を参照してください。
1. Windows の［スタート］メニューから［プログラム］-［JP1_Integrated Manager View］-［監視ツリー編集］を選択します。
JP1/IM - View の［監視ツリー（編集中）］画面が起動されます。
2. ［オプション］−［ツリーの自動生成］を選択します。
JP1/IM - Central Scope にログインするための［ログイン］画面が表示されるため，
ログイン処理をすると，［自動生成 - 構成選択］画面が表示されます。
3. 自動生成する監視ツリーのモデルとして［業務指向ツリー］または［サーバ指向ツ
リー］を選択して，［生成］ボタンをクリックします。
監視ツリーが自動生成されます。
4. ［監視ツリー ( 編集中 )］画面で，［ファイル］−［サーバのツリーを更新］を選択し
ます。
確認ダイアログが表示されるので，［はい］ボタンをクリックすると，生成された監
視ツリーの情報が JP1 統合運用管理サーバに反映されます。
JP1/IM - View で Cosminexus の業務指向ツリーを生成および編集した場合の例を次
の図に示します。
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Cosminexus の業務指向ツリーの生成，編集例
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16.3 障害監視の設定
この節では，JP1/IM の統合コンソールまたは統合スコープから，Cosminexus システム
で発生した障害を監視するための設定について説明します。
まず，次の表に示すサーバおよびクライアントに，障害監視に必要な JP1 の製品または
Cosminexus の製品の構成ソフトウェアをインストール，セットアップしておいてくだ
さい。なお，JP1/IM と連携する場合のシステム構成については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のシステムの集中監視に必要なプログラムに関する説明を参

照してください。
表 16-2

障害監視に必要な製品または構成ソフトウェア

サーバ／クライアント

製品／構成ソフトウェア

J2EE サーバ

• Cosminexus Component Container
• JP1/Base

Cosminexus の運用管理サーバ

• JP1/Base

JP1 統合運用管理サーバ

• JP1/Base
• JP1/IM - Central Console ※ 1
• JP1/IM - Central Scope ※ 1 ※ 2

運用管理クライアント

注※ 1

• JP1/IM - View

JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central Scope は JP1 Version 7i の製品です。JP1

Version 8 の場合，この二つの製品は JP1/IM - Manager に統合され，内部コンポーネントとして提
供されています。JP1 Version 8 を使用する場合は，JP1/IM - Central Console と JP1/IM - Central
Scope を JP1/IM - Manager に置き換えてお読みください。
注※ 2

JP1/IM の統合スコープで監視する場合に必要です。統合コンソールだけで監視する場合は

必要ありません。

障害監視の設定手順を次に示します。
1. Cosminexus の運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• Cosminexus の JP1 イベント発行の設定（16.3.1 参照）
• JP1/Base のイベントサーバ名の設定（16.3.2 参照）
2. JP1 統合運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• JP1/Base の構成定義の作成（16.3.3 参照）
3. J2EE サーバで，次の作業を実施します。
• JP1/Base のイベントサーバ名の設定（16.3.2 参照）

16.3.1

Cosminexus の JP1 イベント発行の設定

Cosminexus システムで発生するエラーやインフォメーション情報のうち，どのような
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エラーやインフォメーション情報を JP1 イベントとして発行するかを設定します。
• Management Server 用 JP1 イベントの設定
• J2EE サーバ用 JP1 イベントの設定
• J2EE ユーザ用 JP1 イベントの設定
それぞれの設定方法について説明します。また，ユーザ JP1 イベントの推奨設定につい
ても説明します。簡易構築定義ファイルについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構
築・運用ガイド」を参照してください。なお，SFO サーバでもシステム JP1 イベントを
発行できます。SFO サーバでシステム JP1 イベントを発行させる場合の設定は，J2EE
サーバでの設定と同じです。
「(2) J2EE サーバ用 JP1 イベントの設定」の「J2EE サー
バ」を「SFO サーバ」と読み替えてください。

（1） Management Server 用 JP1 イベントの設定
Management Server 用 JP1 イベントの設定手順を次に示します。
1. システム JP1 イベント発行の設定をします。
mserver.properties で，com.cosminexus.mngsvr.jp1event.enabled キーで，
Management Server が検知した障害や通知を JP1 イベントとして発行するかどうか
を指定します。また，JP1 イベントの重大度ごとに，JP1 イベントを発行するかどう
かを指定します。mserver.properties については，マニュアル「Cosminexus
ファレンス

リ

定義編」を参照してください。

2. メッセージマッピングファイルを設定します。
Management Server が検知した障害や通知を，メッセージマッピングファイルで，
メッセージごとにどの重大度の JP1 イベントに変換するかを定義します。なお，マッ
ピング定義がなく JP1 イベントの重大度を割り当てられないメッセージは，JP1 イベ
ントとして発行されません。
ファイル名は「mserver.jp1event.system.mapping.properties」です。マッピング関
係を定めた標準的なファイルを提供しているので，必要に応じて，テキストエディタ
などで編集してください。ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
Management Server 用メッセージマッピングファイルについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

3. Management Server を再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。
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（2） J2EE サーバ用 JP1 イベントの設定
J2EE サーバ用 JP1 イベントの設定手順を次に示します。
1. システム JP1 イベント発行の設定をします。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ
（sfo-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.manager.agent.JP1EventAgent.enabled パラメタで「true」を指定しま
す。デフォルトでは，「false」が指定されています。また，簡易構築定義ファイルの
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）または論理 SFO サーバ（sfo-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタで JP1 イベントの重大度ごとに，JP1 イベ
ントを発行するかどうかを指定します。
• manager.jp1event.system.filtering.severity.emergency
• manager.jp1event.system.filtering.severity.alert
• manager.jp1event.system.filtering.severity.critical
• manager.jp1event.system.filtering.severity.error
• manager.jp1event.system.filtering.severity.warning
• manager.jp1event.system.filtering.severity.notice
• manager.jp1event.system.filtering.severity.information
2. Management Server および運用管理エージェントを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。
3. メッセージマッピングファイルを設定します。
J2EE サーバが検知した障害や通知を，メッセージマッピングファイルで，メッセー
ジごとにどの重大度の JP1 イベントに変換するかを定義します。なお，マッピング定
義がなく JP1 イベントの重大度を割り当てられないメッセージは，JP1 イベントとし
て発行されません。メッセージマッピングファイルには，J2EE サーバ共通用と
J2EE サーバ個別用があります。
J2EE サーバ共通用メッセージマッピングファイル
マシン内の J2EE サーバ共通用で，J2EE サーバが検知した障害や通知を JP1 イ
ベントに変換するときに使用するファイルです。ファイル名は
「manager.jp1event.system.mapping.properties」です。マッピング関係を定め
た標準的なファイルを提供しているので，必要に応じて，テキストエディタなど
で編集してください。ファイルの格納場所を次に示します。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
J2EE サーバ個別用メッセージマッピングファイル
J2EE サーバごとに，J2EE サーバが検知した障害や通知を JP1 イベントに変換
したいときに使用するファイルです。このファイルと J2EE サーバ共通用メッ
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セージマッピングファイルが作成されている場合は，このファイルでの指定が優
先されます。
ファイル名は「manager.< 論理サーバ名
>.jp1event.system.mapping.properties」です。このファイルは，テキストエ
ディタなどを使用してユーザが作成してください。パラメタの記述形式は，
J2EE サーバ共通用メッセージマッピングファイルと同じです。
メッセージマッピングファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

4. J2EE サーバを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。

（3） J2EE ユーザ用 JP1 イベントの設定
J2EE ユーザ用 JP1 イベントの設定手順を次に示します。
1. ユーザ JP1 イベント発行の設定をします。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタで J2EE アプリケーションのユーザログを JP1 イベントとして発行
するかどうかを指定します。マッピングの設定で，ユーザログのログレベルに JP1 イ
ベントの重大度を割り当てたログが JP1 イベントの発行対象になります。
• manager.jp1event.user.mapping.level.severe
• manager.jp1event.user.mapping.level.warning
• manager.jp1event.user.mapping.level.info
• manager.jp1event.user.mapping.level.config
• manager.jp1event.user.mapping.level.fine
• manager.jp1event.user.mapping.level.finer
• manager.jp1event.user.mapping.level.finest
また，出力するユーザログをメッセージ ID などでフィルタリングできます。フィル
タリングは，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内に，次のパラメタで指定します。
• manager.jp1event.user.filtering.enabled
• manager.jp1event.user.filtering.filter
なお，ユーザ JP1 イベントの推奨設定については，「(4)

ユーザ JP1 イベントの推奨

設定」を参照してください。
2. ロガーおよびハンドラを設定します。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，次のパラメタで J2EE アプリケーションのユーザログで使用するロガーおよびハ
ンドラを指定します。ハンドラには JP1 イベント用のハンドラ
（com.cosminexus.mngsvr.externals.jp1event.JP1EventHandler）を指定してくださ
い。
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• ejbserver.application.userlog.loggers
• ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.level
• ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.useParentHandlers
• ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.filter
• ejbserver.application.userlog.menu.handlers.
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.path
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.limit
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.count
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.level
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.appname
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.msgid
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.separator
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.formatter
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.filter
• ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.< ハンドラ名称 >.encoding
• ejbserver.application.userlog.Logger.< ロガー名称 >.handlers
3. Management Server および運用管理エージェントを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。
4. J2EE サーバを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。

（4） ユーザ JP1 イベントの推奨設定
「(3)

J2EE ユーザ用 JP1 イベントの設定」で設定するユーザ JP1 イベントの推奨設定

について説明します。なお，J2EE アプリケーションのユーザログの出力の詳細について
は，「5.20

アプリケーションのユーザログ出力の設定」を参照してください。

（a） ユーザ JP1 イベントのマッピングの設定
マッピングは次のように設定します。
JP1 イベント重大度

ログレベル
SEVERE

Error

WARNING

Warning

INFO

Information

CONFIG

Notice

FINE

なし

FINER

なし

FINEST

なし
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（b） ユーザ JP1 イベントのフィルタリングの設定
ログを取得するときにメッセージ ID を付けて，
「MESSAGE_ID」でフィルタリングし
ます。JP1 イベントを発行させたいメッセージ ID に対して「MESSAGE_ID EQU <
メッセージ ID>」を OR で接続して記述します。

また，J2EE アプリケーションごとに JP1 イベントの発行をフィルタリングしたい場合
は，ログを取得するときに J2EE アプリケーション名を付けるか，デフォルトの J2EE
アプリケーション名を設定して，
「APPLICATION」でフィルタリングします。
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16.3.2

JP1/Base のイベントサーバ名の設定

Microsoft Cluster Service または HA モニタを使用したクラスタ構成の場合で，論理ホ
ストの JP1/Base のイベントサーバを使用して JP1 イベントを発行するとき，
Cosminexus の運用管理サーバ，および J2EE サーバでイベントサーバ名を設定します。

（1） 運用管理サーバ用イベントサーバ名の設定
Cosminexus の運用管理サーバでイベントサーバ名を設定するには，Management
Server 環境設定ファイル（mserver.properties）の
mngsvr.jp1event.event_server_name キーに，論理ホスト名または論理 IP アドレスを指
定します。なお，設定した情報を有効にするために，設定後は，Management Server を
再起動してください。
Management Server 環境設定ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファ
レンス

定義編」を参照してください。

（2） J2EE サーバ用イベントサーバ名の設定
J2EE サーバでイベントサーバ名を設定する場合，簡易構築定義ファイルの論理 J2EE
サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内に，
ejbserver.manager.jp1event.event_server_name パラメタで指定します。

16.3.3

JP1/Base の構成定義の作成

JP1/IM が管理するシステムの構成を定義する JP1/Base の構成定義ファイルを作成しま
す。また，JP1/Base の構成定義ファイルに定義したホストへ，定義情報を配布します。
JP1/Base の構成定義の作成手順を次に示します。なお，詳細については，マニュアル
「JP1 Version 8 JP1/Integrated Management - Manager システム構築・運用ガイド」，
またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Integrated Manager - Console システム構築・
運用ガイド」のシステムの構成定義情報の設定に関する説明を参照してください。
1. JP1/Base の構成定義ファイルを作成して，システムの構成を定義します。
構成定義ファイル（jbs_route.conf）は次の場所にインストールされています。
• Windows の場合
<JP1/Base のインストールディレクトリ >¥jp1base¥conf¥route¥jbs_route.conf
• UNIX の場合
/etc/opt/jp1base/conf/route/jbs_route.conf
構成定義ファイルの内容を次に示します。
構成定義ファイルの内容
［JP1 統合運用管理サーバマシンのホスト名］
J2EE サーバマシンのホスト名
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Cosminexus の運用管理サーバマシンのホスト名
2. jbsrt_distrib コマンドを実行して，構成定義情報を配布します。
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16.4 稼働性能監視の設定
この節では，JP1/IM の統合コンソールと統合スコープを使用して，Cosminexus システ
ムの稼働性能を監視するための設定について説明します。
まず，次の表に示すサーバおよびクライアントに，稼働性能監視に必要な JP1 の製品ま
たは Cosminexus の製品の構成ソフトウェアをインストール，セットアップしておいて
ください。
JP1/IM と連携する場合のシステム構成については，マニュアル「Cosminexus 機能解
説」のシステムの集中監視に必要なプログラムに関する説明を参照してください。
表 16-3

稼働性能監視に必要な製品または構成ソフトウェア

サーバ／クライアント
J2EE サーバ

製品／構成ソフトウェア
• Cosminexus Component Container
• JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime ※ 1

Cosminexus の運用管理サーバ

• JP1/Base ※ 2

JP1 統合運用管理サーバ

• JP1/Base
• JP1/IM - Central Console ※ 3
• JP1/IM - Central Scope ※ 2 ※ 3

運用管理クライアント

注※ 1

• JP1/IM - View

JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime は Windows の場合に使用します。UNIX の場

合，JP1/Cm2/ESA となります。
注※ 2

JP1/IM の統合スコープで監視する場合に必要です。統合コンソールだけで監視する場合は

必要ありません。
注※ 3 JP1 Version 7i のプログラムです。JP1 Version 8 の場合，JP1/IM - Central Console および
JP1/IM - Central Scope は，JP1/IM - Manager の内部コンポーネントです。

稼働性能を監視するための手順を次に示します。
1. J2EE サーバで，次の作業を実施します。
• mngsvrutil コマンドの実行環境の設定（16.4.1 参照）
• 拡張 MIB オブジェクト定義ファイルの登録（16.4.2 参照）
2. Cosminexus の運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• Management Server の実行環境の設定（3 章参照）
• J2EE サーバの運用監視の設定（16.4.3 参照）
• 稼働状況監視のサンプリング時間の設定（16.4.4 参照）

16.4.1

mngsvrutil コマンドの実行環境の設定

mngsvrutil コマンドの実行環境は，mngsvrutil コマンドのクライアント側定義ファイル
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（.mngsvrutilrc）に設定します。
J2EE サーバ稼働マシンで，JP1/Cm2/ESA を起動した OS ユーザのホームディレクトリ
に，クライアント側定義ファイルを作成して，次のパラメタを指定します。
• mngsvrutil.connect.host
Management Server のホスト名とポート番号を指定します。
• mngsvrutil.connect.userid
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定した管理ユーザ ID を指定し
ます。
• mngsvrutil.connect.password
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定したパスワードを指定しま
す。パスワードを設定していない場合，このパラメタの指定は省略できます。
• mngsvrutil.output.format
mngsvrutil コマンドの実行結果の出力形式として SNMP 連携用形式である「snmp」
を指定します。
• mngsvrutil.target_name
コマンドのサブコマンドの対象となる論理サーバ名，またはホスト名を指定します。
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで定義した内
容に従います。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。
• mngsvrutil.target_kind
コマンドのサブコマンドの対象（論理サーバ，またはホスト）を表す種別を指定しま
す。
クライアント側定義ファイルは，mngsvrutil コマンドのオプションのデフォルト値を設
定するファイルです。ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
定義編」を参照してください。
なお，JP1/IM で稼働性能監視を行うために，クライアント側定義ファイルに次の記述を
追加してください。
mngsvrutil.extended_keywords=FqnWithDomainName
この記述を追加することで，出力する MIB 中のインスタンス名（インスタンスを一意に
識別する完全修飾名）の先頭にドメイン名が付加されるようになります。
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！

注意事項
JP1/Cm2/ESA for Extension Mib を利用して SNMP 連携をする場合，JP1/Cm2/ESA for
Extension Mib Runtime を実行するユーザは，通常，ローカル システム アカウント
（LocalSystem）になります。ローカル システム アカウント（LocalSystem）のホームディ
レクトリは隠しフォルダになっている場合があるので，エクスプローラの設定で隠しフォル
ダを表示するように設定してください。
次に，ローカル システム アカウント（LocalSystem）のホームディレクトリの場所を示し
ます。
• Windows Server 2003 の場合
< システムドライブ >:¥WINDOWS¥system32¥config¥systemprofile

参考
クライアント側定義ファイルはクライアントごとに個別のデフォルト値を設定する場合に使
用します。すべてのクライアント共通のデフォルト値を設定したい場合は，クライアント側
共通設定ファイル（mngsvrutilcl.properties）を使用してください。なお，両方のファイル
を使用している場合は，クライアント側定義ファイルが適用されます。クライアント側共通
設定ファイルは読み込まれません。

16.4.2

拡張 MIB オブジェクト定義ファイルの登録

J2EE サーバ稼働マシンで，JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime（UNIX の場合
は，JP1/Cm2/ESA）に Cosminexus の拡張 MIB オブジェクト定義ファイルを登録しま
す。
Cosminexus の拡張 MIB オブジェクト定義ファイルは，最新版を登録してください。
ファイル名「hitachi-cosmiMng-MIB_V-R」（UNIX の場合は，
hitachi-cosmiMng-MIB_V-R_forESA）のうち，V-R がバージョンを示しています。
● Windows の場合
JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime の［環境設定］画面で，定義ファイル名に
次のパスを指定します。
<Cosminexusのインストールディレクトリ
>¥manager¥config¥hitachi-cosmiMng-MIB_V-R
● UNIX の場合
Cosminexus の拡張 MIB オブジェクト定義ファイルを /etc/SnmpAgent.d 下に定義
ファイル名 snmpd.extend でコピーし，SNMP エージェントを再起動します。
コマンドの実行例を次に示します。
cp /opt/Cosminexus/manager/config/
hitachi-cosmiMng-MIB_V-R_forESA /etc/SnmpAgent.d/snmpd.extend
snmpstart
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詳細については，JP1/Cm2/ESA for Extension Mib Runtime のオンラインヘルプ
（Windows の場合），またはマニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Extensible SNMP
Agent」（UNIX の場合）を参照してください。

16.4.3

J2EE サーバの運用監視の設定

J2EE サーバの運用監視の設定手順を次に示します。
1. J2EE サーバの運用監視エージェントで運用監視をする設定をします。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.instrumentation.enabled パラメタで「true」を指定します。デフォル
トの設定では，運用監視エージェントで運用監視をする設定になっています。
2. Management Server および運用管理エージェントを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。
運用管理エージェントと Management Server の起動および停止については，「3.2

シス

テムの起動と停止の設定」を参照してください。

16.4.4

稼働状況監視のサンプリング時間の設定

監視対象のリソースのサンプリング時間を mngsvrutil コマンドで設定します。
Management Server の運用管理コマンドである mngsvrutil コマンドで，監視対象のリ
ソースのサンプリング時間を設定します。サンプリング時間は，mngsvrutil コマンドの
サブコマンド set の引数 jvmSamplingTime <n> で指定します。mngsvrutil コマンドに
ついては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してくださ

い。
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16.5 ジョブによるシステムの自動運転の設定
この節では，JP1/AJS2 と連携して，ジョブによって Cosminexus システムの運用を自
動化するための設定について説明します。
まず，次の表に示すサーバおよびクライアントに，システムの自動運転に必要な JP1 の
製品または Cosminexus の製品の構成ソフトウェアをインストール，セットアップして
おいてください。なお，JP1/AJS2 と連携する場合のシステム構成については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」のジョブによるシステムの自動運転に必要なプログラムに
関する説明を参照してください。
表 16-4

ジョブによるシステムの自動運転に必要な製品または構成ソフトウェア

サーバ／クライアント

製品／構成ソフトウェア

J2EE サーバ

• Cosminexus Component Container

Cosminexus の運用管理サーバ

• JP1/Base
• JP1/AJS2 - Agent

JP1 ジョブ運用管理サーバ

• JP1/Base
• JP1/AJS2 - Manager

運用管理クライアント

• JP1/AJS2 - View

ジョブを使用して，システムを自動運転化するための手順を次に示します。
1. Cosminexus の運用管理サーバで，次の作業を実施します。
• mngsvrutil コマンドの実行環境の設定（16.5.1 参照）
• J2EE サーバの運用監視の設定（16.5.2 参照）
2. 運用管理クライアントで，次の作業を実施します。
• Cosminexus の JP1/AJS2 定義プログラムのインストール（16.5.3 参照）※
• Cosminexus のカスタムジョブの登録（16.5.4 参照）※
• ジョブの定義（16.5.5 参照）
• スケジュールの定義（16.5.6 参照）
注※

16.5.1

Windows の場合だけ実施してください。

mngsvrutil コマンドの実行環境の設定

JP1/AJS2 と連携して Cosminexus システムの運用を自動化する場合，論理サーバや
J2EE アプリケーションの実行には，Management Server の運用管理コマンドである
mngsvrutil コマンドを利用します。mngsvrutil コマンドの実行環境は，mngsvrutil コ
マンドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）に設定します。
Cosminexus の運用管理サーバで，JP1/Base のユーザマッピングで設定した OS ユーザ
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（JP1/AJS2 が mngsvrutil コマンドを起動するときの OS ユーザ）のホームディレクトリ
に，クライアント側定義ファイルを作成して，次のパラメタを指定します。
• mngsvrutil.connect.host
Management Server のホスト名とポート番号を指定します。
• mngsvrutil.connect.userid
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定した管理ユーザ ID を指定し
ます。
• mngsvrutil.connect.password
Management Server の mngsvrctl setup コマンドで設定したパスワードを指定しま
す。パスワードを設定していない場合，このパラメタの指定は省略できます。
Windows の場合，Cosminexus のカスタムジョブを利用して，論理サーバや J2EE アプ
リケーションを実行する場合は，これら以外のパラメタの指定は無効になります。
クライアント側定義ファイルは，mngsvrutil コマンドのオプションのデフォルト値を設
定するファイルです。
なお，mngsvrutil コマンドの実行環境を変更したい場合は，Management Server の運
用管理コマンドである mngsvrutil コマンドのサーバ側定義ファイル
（mngsvrutil.properties）で変更します。
ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してく

ださい。

参考
クライアント側定義ファイルはクライアントごとに個別のデフォルト値を設定する場合に使
用します。すべてのクライアント共通のデフォルト値を設定したい場合は，クライアント側
共通設定ファイル（mngsvrutilcl.properties）を使用してください。なお，両方のファイル
を使用している場合は，クライアント側定義ファイルが適用されます。クライアント側共通
設定ファイルは読み込まれません。

16.5.2

J2EE サーバの運用監視の設定

J2EE サーバの運用監視の設定手順を次に示します。
1. J2EE サーバの運用監視エージェントで運用監視をする設定をします。
簡易構築定義ファイルの論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内
に，ejbserver.instrumentation.enabled パラメタで「true」を指定します。デフォル
トの設定では，運用監視エージェントで運用監視をする設定になっています。
2. Management Server および運用管理エージェントを再起動します。
再起動後に，設定した情報が有効になります。
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運用管理エージェントと Management Server の起動および停止については，
「3.2 シス
テムの起動と停止の設定」を参照してください。

16.5.3

Cosminexus の JP1/AJS2 定義プログラムのインス
トール（Windows の場合）

JP1/AJS2 定義プログラムを JP1/AJS2 - View 稼働マシンに格納します。
Cosminexus が提供する次のファイルを JP1/AJS2 - View 稼働マシンの任意のディレク
トリにコピーしてください。
• 論理サーバ起動／停止ジョブ定義用の定義プログラム
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥externals¥jp1¥ajs2_custom_jobs¥cmsvcjdf.exe
• J2EE アプリケーション起動／停止ジョブ定義用の定義プログラム
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥manager¥externals¥jp1¥ajs2_custom_jobs¥cmapcjdf.exe

16.5.4

Cosminexus のカスタムジョブの登録（Windows の
場合）

次の 2 種類のカスタムジョブを JP1/AJS2 - View に登録します。
● 論理サーバ制御用カスタムジョブ
● アプリケーション制御用カスタムジョブ
カスタムジョブの登録手順を次に示します。なお，詳細については，マニュアル「JP1/
Automatic Job Management System 2 操作ガイド」を参照してください。
1. Windows の［スタート］メニューから，
［プログラム］−［JP1_Automatic Job
Management System 2 - View］−［カスタムジョブ登録］を選択します。
［カスタムジョブの登録］ダイアログが表示されます。
2. ［新規登録］ボタンをクリックします。
［カスタムジョブ登録情報］ダイアログが表示されます。
3. 論理サーバ制御用カスタムジョブおよびアプリケーション制御用カスタムジョブの情
報を登録します。
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名前
カスタムジョブ名を任意の 1 〜 8 バイトで指定します。
コメント
コメントを 1 〜 40 バイトで任意の文字列で指定します。この指定は省略できま
す。
定義プログラム
JP1/AJS2 - View 稼働マシンにコピーした Cosminexus のカスタムジョブの定義
プログラムを絶対パスで指定します。論理サーバ制御用カスタムジョブの場合は
「cmsvcjdf.exe」
，アプリケーション制御用カスタムジョブの場合は
「cmapcjdf.exe」を指定してください。
実行プログラム
mngsvrutil. コマンドを指定します。次のパスを指定してください。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin¥mngsvrutil.exe
バージョン
「0600」を指定します。
バージョンは Cosminexus のバージョンではなく，JP1/AJS2 - View のカスタム
ジョブのインタフェースのバージョンです。
クラス名
論理サーバ制御用カスタムジョブの場合は「COSMNGSV」
，アプリケーション
制御用カスタムジョブの場合は「COSMNGAP」を指定してください。
ジョブ種別
「PC ジョブ」を選択してください。
4. ［OK］ボタンをクリックします。
Cosminexus のカスタムジョブが JP1/AJS2 - View に登録されます。

16.5.5

ジョブの定義

ジョブの定義について OS ごとに説明します。
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（1） Windows の場合
カスタムジョブを登録すると，JP1/AJS2 - View でジョブネット中のジョブを定義する
ときにカスタムジョブが利用できるようになります。
Cosminexus のカスタムジョブを使用したジョブの定義手順を次に示します。なお，詳
細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド」の
ジョブの定義に関する説明を参照してください。
1. Windows の［スタート］メニューから，
［プログラム］−［JP1_Automatic Job
Management System 2 - View］−［ジョブシステム運用］を選択します。
［ログイン］画面が表示されるので，ユーザ名，パスワード，および接続ホスト名を
指定してログインすると，［JP1/AJS2 - View］ウィンドウが表示されます。
2. ［編集］−［新規作成］−［ジョブネット］を選択します。
［詳細定義−［ジョブネット］
］ダイアログが表示されます。
3. ジョブネットに属性などを定義して，［OK］ボタンをクリックします。
ジョブネットが作成され，リストエリアに表示されます。
4. 作成したジョブネットをダブルクリックします。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。
5. ジョブを定義したり関連づけたりするときにほかのユーザがアクセスできないよう
に，［排他編集］をチェックします。
6. アイコンリストから必要なカスタムジョブのアイコンをマップエリアへドラッグしま
す。

［詳細定義−［Custom Job］］ダイアログが表示されます。
7. ジョブに属性などを定義します。
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ユニット名
ユニット名を 30 バイト以内の文字列で指定します。デフォルトは，カスタム
ジョブを登録したときのコメントが表示されます。
コメント
ユニットのコメントを 80 バイト以内の文字列で指定します。
実行ホスト
mngsvrutil コマンドを実行させる JP1/AJS2-Manager，または JP1/
AJS2-Agent ホスト名を 255 バイト以内の文字列で指定します。
終了判定
正常終了と異常終了の判定基準とする値を定義します。mngsvrutil コマンドは
終了コードが０以外は異常終了となるので次のようにデフォルトの値を指定して
ください。
判定結果：「しきい値による判定」
警告しきい値：空白
異常しきい値：「０」
8. ［詳細］ボタンをクリックします。
［詳細］ボタンをクリックすると，Cosminexus の［論理サーバの制御］ダイアログが
表示されます。
9. 論理サーバ制御用カスタムジョブの場合は，Cosminexus の［論理サーバの制御］ダ
イアログで，次の内容を指定します。
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論理サーバの指定
起動／停止の対象となる論理サーバ名（クラスタを含む）を指定します。すべて
の論理サーバを対象にしたいときは「全て」を選択します。
監視時間間隔
論理サーバの起動／停止の完了を監視する際の監視時間間隔を，
「3 秒」
，「10
秒」
，「30 秒」
，「1 分」から選択します。デフォルトでは，「3 秒」が選択されて
います。なお，起動／停止で障害が発生した場合，障害回復のためにリトライ処
理が行われます。この監視時間間隔は，障害回復時のリトライ処理間隔としても
利用されます。
最大監視時間
論理サーバの起動／停止の完了を監視する際の最大監視時間を，
「監視しない」
，
「1 分」
，「5 分」，
「10 分」，
「60 分」，
「120 分」から選択します。デフォルトでは，
「1 分」が選択されています。
起動／停止
論理サーバの起動／停止を指定します。
10.アプリケーション制御用カスタムジョブの場合は，Cosminexus の［アプリケーショ
ンの制御］ダイアログで次の内容を指定します。
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論理 J2EE サーバ名
J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタがインポートされている論理
J2EE サーバ名または J2EE サーバクラスタ名を指定します。
J2EE アプリケーション／リソースアダプタの指定
起動／停止の対象となる J2EE アプリケーション名またはリソースアダプタ名を
指定します。「種別」で J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタを選択
してから，「名前」に J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタ名を指定
します。
監視時間間隔
J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタの起動／停止の完了を監視する
際の監視時間間隔を，「3 秒」
，「10 秒」，
「30 秒」，
「1 分」から選択します。デ
フォルトでは，「3 秒」が選択されています。なお，起動／停止で障害が発生した
場合，障害回復のためにリトライ処理が行われます。この監視時間間隔は，障害
回復時のリトライ処理間隔としても利用されます。
最大監視時間
J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタの起動／停止の完了を監視する
際の最大監視時間を，「監視しない」
，「1 分」，
「5 分」，
「10 分」，
「60 分」から選
択します。デフォルトでは，「1 分」が選択されています。
起動／停止
J2EE アプリケーションまたはリソースアダプタの起動／停止を指定します。
11.［OK］ボタンをクリックします。
ジョブネットにジョブが定義されます。必要に応じて，同様の手順で，ジョブを定義
してください。
12.ジョブ同士を実行順序に従って関連づけます。
ジョブを関連づけたら，ジョブの定義は完了です。
JP1/AJS2 - View でのジョブの定義例を次の図に示します。
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図 16-2

ジョブの定義例

（2） UNIX の場合
UNIX ジョブを使用したジョブの定義手順を次に示します。
UNIX ジョブを使用したジョブの定義には，JP1/AJS2 - View を使用します。JP1/AJS2
- View がインストールされた運用管理クライアント（Windows）で実施してください。
詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド」
のジョブの定義に関する説明を参照してください。
1. Windows の［スタート］メニューから，
［プログラム］−［JP1_Automatic Job
Management System 2 - View］−［ジョブシステム運用］を選択します。
［ログイン］画面が表示されるので，ユーザ名，パスワード，および接続ホスト名を
指定してログインすると，［JP1/AJS2 - View］ウィンドウが表示されます。
2. ［編集］−［新規作成］−［ジョブネット］を選択します。
［詳細定義−［ジョブネット］
］ダイアログが表示されます。
3. ジョブネットに属性などを定義して，［OK］ボタンをクリックします。
ジョブネットが作成され，リストエリアに表示されます。
4. 作成したジョブネットをダブルクリックします。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。
5. ジョブを定義したり関連づけたりするときにほかのユーザがアクセスできないよう
に，［排他編集］をチェックします。
6. アイコンリストから必要な UNIX ジョブのアイコンをマップエリアへドラッグしま
す。
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［詳細定義−［UNIX Job］
］ダイアログが表示されます。
7. ジョブに属性などを定義します。
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ユニット名
ユニット名を 30 バイト以内の文字列で指定します。
コメント
ユニットのコメントを 80 バイト以内の文字列で指定します。
実行ホスト
mngsvrutil コマンドを実行させる JP1/AJS2-Manager，または JP1/
AJS2-Agent のホスト名を 255 バイト以内の文字列で指定します。
スクリプトファイル名
mngsvrutil コマンドを指定します。
パラメーター
論理サーバの開始／停止やアプリケーションの開始／停止などを行うための
mngsvrutil コマンドの引数を指定します。
終了判定
正常終了と異常終了の判定基準とする値を定義します。mngsvrutil コマンドは
終了コードが０以外は異常終了となるので次のようにデフォルトの値を指定して
ください。
判定結果：
「しきい値による判定」
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警告しきい値：空白
異常しきい値：「０」
8. ［OK］ボタンをクリックします。
ジョブネットにジョブが定義されます。必要に応じて，同様の手順で，ジョブを定義
してください。
9. ジョブ同士を実行順序に従って関連づけます。
ジョブを関連づけたら，ジョブの定義は完了です。
JP1/AJS2 - View でのジョブの定義例を次の図に示します。
図 16-3

16.5.6

ジョブの定義例

スケジュールの定義

JP1/AJS2 - View でジョブネットにスケジュールを定義します。スケジュールの定義で
は，業務の運用日・休業日を設定したカレンダー，実行を開始する日時や実行間隔など
を定義します。ジョブネットにスケジュールを定義しておくと，決められた日時にジョ
ブネットを自動的に開始できるようになります。
スケジュールの定義に必要な作業について説明します。
● ジョブグループにカレンダー情報を定義します。
JP1/AJS2 - View の［月間カレンダー編集］ウィンドウ，または［年間カレンダー編
集］ウィンドウでジョブグループにカレンダー情報（運用日と休業日）を定義します。
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カレンダー情報は，ジョブグループ単位で定義します。定義したカレンダー情報は，
そのジョブグループ中のすべてのジョブネットに有効です。ただし，各ジョブネット
にスケジュールを定義する際，ほかのジョブグループのカレンダー情報を使用するよ
うに指定することもできます。ネストしたジョブグループの場合，上位のジョブグ
ループのカレンダー情報を引き継げるので，カレンダー情報の定義は任意です。
● ジョブネットにスケジュールを定義します。
JP1/AJS2 - View の［スケジュールの設定］ダイアログ，および［スケジュールルー
ル］ダイアログで，ジョブネットにスケジュールを定義します。スケジュールとして
定義するのは，スケジュールの有効期限や，ジョブネットの実行開始日時，実行処理
サイクル，使用するカレンダー情報などです。
スケジュールはジョブネット単位で定義します。ただし，ネストジョブネットの場合，
上位のジョブネットのスケジュールルールを引き継ぐこともできるので，スケジュー
ルルールの定義は任意です。
なお，詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガ
イド」のスケジュール定義に必要な作業に関する説明を参照してください。
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16.6 監査ログの収集／一元管理の設定
この節では，JP1/NETM/Audit と連携して監査ログの収集および一元管理をするための
設定について説明します。JP1/NETM/Audit，およびその前提 PP（JP1/Base，
Microsoft IIS）の基本的な設定方法は，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してく
ださい。
JP1/NETM/Audit と連携して監査ログの収集および一元管理をするためには，次の表に
示す JP1 の製品を，それぞれのサーバにインストール，およびセットアップします。
表 16-5

監査ログの収集および一元管理をするために使用する JP1 プログラムの機能

JP1 プログラム

機能

配置するサーバ

JP1/NETM/Audit

JP1/Base と連携して，アプリケーショ
ンサーバが出力する監査ログを収集しま
す。また，収集した監査ログを監査ログ
管理サーバのデータベースで一元管理し
ます。

• 監査ログ管理サーバ

JP1/Base

出力された監査ログを，JP1 イベントと
して送受信します。

• 監査ログ管理サーバ
• アプリケーションサーバ
• 運用管理サーバ

なお，JP1/NETM/Audit と連携する場合のシステム構成については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の監査ログの収集および一元管理に必要なプログラムに関す
る説明を参照してください。

16.6.1

監査ログの収集および一元管理に必要なプログラム
のインストール

監査ログ管理サーバに，JP1/NETM/Audit，および Microsoft IIS をインストールしま
す。また，監査ログ管理サーバ，および監査ログ収集対象となる運用管理サーバ，アプ
リケーションサーバに，JP1/Base をインストールします。インストール方法の詳細につ
いては，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してください。
なお，監査ログ管理サーバで，Microsoft IIS の設定をする必要があります。Microsoft
IIS の設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してくださ
い。

16.6.2

運用管理サーバ・アプリケーションサーバの設定

ここでは，監査ログの収集対象となる運用管理サーバ，およびアプリケーションサーバ
の設定方法について説明します。運用管理サーバ，およびアプリケーションサーバの設
定手順を次に示します。
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1. JP1/Base をセットアップします。
セットアップ方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してく
ださい。
2. Windows のイベントログ（セキュリティログ）を収集する場合，OS の設定をしま
す。
Windows のイベントログ（セキュリティログ）を収集しない場合は，手順 3. に進ん
でください。OS の設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を
参照してください。
3. 監査ログ管理サーバから，監査ログ収集対象となる運用管理サーバとアプリケーショ
ンサーバに，JP1/Base のアダプタコマンドのファイルとアダプタコマンドの動作に
必要な定義ファイルをコピーします。
ファイルのコピーの詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してく
ださい。
4. イベントサービスを起動します。
イベントサービスの起動の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照
してください。
5. Windows のイベントログを収集する場合，イベントログトラップを起動します。
イベントログトラップの起動の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を
参照してください。

16.6.3

監査ログ管理サーバの設定

ここでは，監査ログ管理サーバの設定方法について説明します。監査ログ管理サーバの
設定手順を次に示します。

（1） JP1/NETM/Audit のバージョンが 08-10 の場合
1. JP1/Base をセットアップして，基本的な設定をします。
セットアップ方法，および基本的な設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/
NETM/Audit」を参照してください。
2. ［スタート］-［プログラム］-［JP1_NETM_Audit］-［データベースマネージャ］を
選択してデータベースマネージャを起動します。
3. データベースをセットアップします。
セットアップ方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してく
ださい。
4. 製品定義ファイル，および動作定義ファイルを作成します。
製品定義ファイル，および動作定義ファイルは，次のファイル名で作成してくださ
い。
• 製品定義ファイルのファイル名
Cosminexus.conf
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• 動作定義ファイルのファイル名
admjevlog_Cosminexus.conf
製品定義ファイル，および動作定義ファイルの記載内容の詳細については，マニュア
ル「JP1/NETM/Audit」を参照してください。
製品定義ファイル，および動作定義ファイルの記載例を次に示します。
製品定義ファイルの設定例
AuditLogNum=1
AuditLogName=audit1.log
RegularPattern=admrglrule_CALFHM.conf

動作定義ファイルの設定例
retry-times=60
retry-interval=10
FILETYPE=SEQ2
ACTDEF =<Information>1000 "^CALFHM"

5. 製品定義ファイル，および動作定義ファイルをコピーして，次の場所に格納します。
• 製品定義ファイルの格納場所
<JP1/NETM/Audit のインストールディレクトリ >¥conf¥product
• 動作定義ファイルの格納場所
<JP1/NETM/Audit のインストールディレクトリ >¥conf
6. ［スタート］-［プログラム］-［JP1_NETM_Audit］-［マネージャセットアップ ] を選
択します。
マネージャセットアップが起動します。
7. ［マネージャセットアップ］の［監査ログ収集設定］タブで，［追加］ボタンをクリッ
クします。
［監査ログ収集対象の設定］画面で，監査ログの収集対象となるサーバのイベント
サーバ名に，監査ログ収集対象となるサーバ（運用管理サーバまたはアプリケーショ
ンサーバ）のホスト名を入力して，プログラム名に「Cosminexus」を選択します。
8. ログファイル格納先ディレクトリに，監査ログが出力されるディレクトリをフルパス
で指定して，
［OK］ボタンをクリックします。
9. ［監査ログ収集設定］タブのリストから監査ログの収集を開始したいサーバを選択し
て，
［収集開始］ボタンをクリックします。
なお，手順 6. 〜手順 9. は，監査ログ管理サーバに監査ログの収集対象となるサーバを設
定して，監査ログの収集を開始する手順です。これらの手順は，収集対象となる運用管
理サーバ，およびアプリケーションサーバの台数分実行してください。

（2） JP1/NETM/Audit のバージョンが 08-11 以降の場合
1. JP1/Base をセットアップして，基本的な設定をします。
セットアップ方法，および基本的な設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/
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NETM/Audit」を参照してください。
2. ［スタート］-［プログラム］-［JP1_NETM_Audit］-［データベースマネージャ］を
選択してデータベースマネージャを起動します。
3. データベースをセットアップします。
セットアップ方法の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/Audit」を参照してく
ださい。
4. ［スタート］-［プログラム］-［JP1_NETM_Audit］-［監査ログ収集マネージャ］を
選択します。
監査ログ収集マネージャが起動します。
5. ［監査ログ収集マネージャ］画面のメニューから［操作］-［収集対象］-［追加］を選
択します。
6. ［収集対象の設定］画面で次の設定をして，
［OK］ボタンをクリックします。
［サーバ］
運用管理サーバ，およびアプリケーションサーバのホスト名を入力します。
［プログラム］
「Cosminexus」を選択します。
［ログフォルダ］
監査ログが出力されるディレクトリをフルパスで入力します。
7. Windows のサービス画面で［JP1/NETM/Audit - Manager］を再起動します。
8. ［監査ログ収集マネージャ］画面で，監査ログの収集を開始したいサーバを選択しま
す。
9. メニューから［操作］-［監査ログの監視］-［開始］を選択します。
なお，手順 5. 〜手順 6. は，監査ログ管理サーバに監査ログの収集対象となるサーバを設
定する手順です。これらの手順は，収集対象となる運用管理サーバ，およびアプリケー
ションサーバの台数分実行してください。
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Cosminexus のシステムでは，クラスタソフトウェアと連携し
て運用することで，障害発生時に，あらかじめ待機させておい
たシステムに切り替えて業務の継続を可能にしたり，障害が発
生したシステムのリカバリ処理を待機しているシステムで実施
してシステムの不稼働時間を短縮したりできます。これによっ
て，システムの信頼性や稼働率を高めることができます。
この章では，クラスタソフトウェア（Microsoft Cluster
Service または HA モニタ）と連携するときの設定方法につい
て説明します。

17.1 クラスタソフトウェアと連携する設定の概要
17.2 アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定
（Windows の場合）
17.3 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定
（Windows の場合）
17.4 相互系切り替えシステムの設定（Windows の場合）
17.5 N:1 リカバリシステムの設定（Windows の場合）
17.6 アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定
（UNIX の場合）
17.7 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定（UNIX の
場合）
17.8 相互系切り替えシステムの設定（UNIX の場合）
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N:1 リカバリシステムの設定（UNIX の場合）
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17.1 クラスタソフトウェアと連携する設定の
概要
この節では，クラスタソフトウェアと連携するための設定の概要について説明します。
Cosminexus のシステムでは，クラスタソフトウェアと連携して運用することで，障害
によるシステムの不稼働時間を短縮したり，障害発生時でも業務の継続を可能にしたり
できます。Cosminexus では，次に示すクラスタソフトウェアとの連携による系切り替
え機能を使用します。
● 1:1 系切り替えシステム
• アプリケーションサーバの 1:1 系切り替え
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を 1:1 にした
構成とすることで，実行系のアプリケーションサーバに障害が発生したときに系を
切り替えて，業務を続行できます。
• 運用管理サーバの 1:1 系切り替え
実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サーバを 1:1 にした構成とすることで，
実行系の運用管理サーバに障害が発生したときに系を切り替えて，業務を続行でき
ます。
• 相互系切り替え
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を 1:1 にして，
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
して機能するシステムです。少ない台数のアプリケーションサーバマシンで，むだ
の少ない運用ができるようになります。
● N:1 リカバリシステム
N 台の実行系のアプリケーションサーバに対して，1 台のリカバリ専用の待機系のア
プリケーションサーバを配置するシステムです。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，リカバリ専用サーバでトランザクションを決着できるようになります。
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参考
Cosminexus で 1:1 系切り替えシステムや N:1 リカバリシステムを構築，および運用するた
めには，次のクラスタソフトウェアを使用します。
• Microsoft Cluster Service（Windows の場合）
• HA モニタ（AIX，HP-UX または Linux の場合）
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。
なお，クラスタソフトウェアと連携する場合には，次の用語を理解しておいてください。
クラスタソフトウェアでは，業務処理に必要なハードウェアのほか，実行するプログラムや
通信機器を含めたシステム全体の総称を系といいます。システムで動作中の系を区別する呼
び方に，実行系・待機系があります。
• 実行系
現在実行中のサーバがある系のことです。系切り替えが発生すると，待機系になります。
• 待機系
現在待機中のサーバがある系のことです。系切り替えが発生すると，実行系になります。
また，システムの設定などで，システムが動作していないときの系を区別する呼び方に，現
用系・予備系があります。
• 現用系
起動したときに，最初に実行系として起動される系のことです。
• 予備系
起動したときに，最初に待機系として起動される系のことです。

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替えの機能は，システムの種類によって使
用できる機能が異なります。
● J2EE アプリケーションを実行するシステムの場合
J2EE アプリケーションを実行するシステムの場合，次の表に示す機能を使用できます。
表 17-1

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能（J2EE アプリケーショ
ンを実行するシステム）
機能

1:1 系切り替えシステム

アプリケーションサーバの 1:1 系切り替え※

Windows の場合：17.2
UNIX の場合：17.6

運用管理サーバの 1:1 系切り替え

Windows の場合：17.3
UNIX の場合：17.7

相互系切り替え

Windows の場合：17.4
UNIX の場合：17.8

N:1 リカバリシステム ※

注※

参照先

Windows の場合：17.5
UNIX の場合：17.9

これらのシステムは，Smart Composer 機能では構築できません。運用管理ポータルを使用

して，システムを構築してください。

以降の節では，上記の機能を使用するための設定方法について説明します。システムで
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使用する機能に応じて適宜設定してください。
● バッチアプリケーションを実行するシステムの場合
バッチアプリケーションを実行するシステムの場合，次の表に示す機能を使用できます。
表 17-2

クラスタソフトウェアとの連携による系切り替え機能（バッチアプリケーショ
ンを実行するシステム）
機能

1:1 系切り替えシステ
ム

注※

参照先

アプリケーションサーバの 1:1 系切り替え※

Windows の場合：17.2
UNIX の場合：17.6

相互系切り替え

Windows の場合：17.4
UNIX の場合：17.8

このシステムは，Smart Composer 機能では構築できません。運用管理ポータルを使用して，

システムを構築してください。

以降の節では，上記の機能を使用するための設定方法について説明します。システムで
使用する機能に応じて適宜設定してください。
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17.2 アプリケーションサーバを対象にした
1:1 系切り替えシステムの設定（Windows
の場合）
1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，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
バを 1:1 に配置するシステムと，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サーバを
1:1 に配置するシステムを構築・運用できます。このシステムは，運用管理ポータルを使
用して構築します。運用管理ポータルについては，マニュアル「Cosminexus 運用管理
操作ガイド」を参照してください。この節では，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を 1:1 に配置して系を切り替えるシステムの設定につい
て説明します。
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1 に配置して系を切り替えるシステムで
は，実行系のアプリケーションサーバでマシンの障害や運用管理エージェントの終了な
どの障害が発生すると，Microsoft Cluster Service がこれを検知して，自動的に待機し
ている系に切り替えて業務を続行します。また，障害が発生しなくても実行中のシステ
ムに予防保守などが必要な場合には，オペレータの操作によって待機している系に計画
的に切り替えることができます。
なお，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェア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。システム構成については，マニュアル「Cosminexus シス
テム設計ガイド」のアプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成に関す
る説明を参照してください。

17.2.1

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替
えシステムの設定手順

ここでは，システムの構築例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，
以降の項では，このシステムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-1

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの構成例
（Windows の場合）

この例では，アプリケーションサーバの実行系（現用系）とアプリケーションサーバの
待機系（予備系）を 1:1 で配置しています。また，Management Server は，運用管理
サーバとして，アプリケーションサーバとは別のマシンに配置しています。
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでは，まずクラスタを構築して，ア
プリケーションサーバをクラスタ（例では COSMI）内に現用系ノード（例では Node1）
と予備系ノード（例では Node2）として定義します。また，現用系ノードと予備系ノー
ドは，「物理ディスクリソース」，
「IP アドレスリソース」，
「ネットワーク名リソース」，
および「汎用スクリプトリソース」を含めた，一つのリソースグループ（例では
ClusterA）として定義します。
なお，Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設け
て，稼働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラス
タ内のノードを意識しないようにします。1:1 系切り替えシステムの場合，エイリアス
IP アドレスは，Microsoft Cluster Service によって動的に割り当てられるアドレス（ク
ラスタ IP アドレス）となります。
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（2） システムの設定手順
Microsoft Cluster Service と連携する場合には，運用管理ポータルやクラスタアドミニ
ストレータの設定などが必要になります。アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシ
ステムの設定手順を次の図に示します。
図 17-2

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順
（Windows の場合）

図中の 1. 〜 7. について説明します。
1. 共有ディスクにパーティションを作成して，ファイルシステムを構築します。
Microsoft Cluster Service のクラスタ管理用ファイルの格納場所を作成します。また，
グローバルトランザクションを使用する場合には，トランザクション情報の格納場所
を作成します。なお，クラスタ管理用ファイルの格納場所とトランザクション情報の
格納場所は，同じパーティションでもかまいません。
2. システムに共有ディスクを割り当てます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系と予備系で，同じドライブ文字を
割り当ててください。
3. 運用管理ポータルでクラスタサーバの環境を設定します。
運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」，および「論理サーバの環境設
定」で，Microsoft Cluster Service を使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
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Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. 汎用スクリプトファイルを作成します。
運用管理エージェントを監視，起動，停止するための汎用スクリプトファイルを作成
します。
6. クラスタアドミニストレータでクラスタサーバの環境を設定します。
クラスタアドミニストレータを使用して，系で稼働させるサーバの環境を設定しま
す。
7. 運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータなどで，アプリケーションサーバの
設定をします。
運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータなどを使用して，Cosminexus をク
ラスタ構成に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

17.2.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，Microsoft Cluster Service と連携する場合の，運用管理ポータルでの設定の
留意点について説明します。

参考
運用管理ポータルでシステムの動作環境を設定するには，あらかじめ，Management
Server の起動などが必要です。また，Management Server を初めて使用するホストでは，
Management Server をセットアップする必要があります。運用管理ポータルでの動作環境
の設定や，操作手順および画面の詳細については，マニュアル「Cosminexus

運用管理操

作ガイド」を参照してください。

（1）「運用管理ドメインの構成定義」での設定
論理サーバを設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義します。このとき，
［ホス
トの定義］画面で，
「ホスト名」にクラスタ IP アドレスを設定します。

（2）「論理サーバの環境設定」での設定
論理 J2EE サーバ，論理 Web サーバ，論理 SFO サーバ，および論理ネーミングサービ
スの設定での留意点を次に示します。
（a） 論理 J2EE サーバの設定
● ホストの固定の設定
次の個所では，
「ホストの固定」に「する」を設定してください。
•［J2EE コンテナの設定］画面にある「運用監視エージェントの設定」の「ホストの
固定」
•［EJB コンテナの設定］画面にある「ホストの固定」
•［Web コンテナの設定］画面にある「Web サーバとの接続」または「管理用サーバ
の設定」の「ホストの固定」
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ホストを固定すると，運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」で定義し
たホスト名が使用されます。
● グローバルトランザクションの設定
グローバルトランザクションを使用する場合は，次の設定をしてください。
• ［トランザクションの設定］画面にある「ライトトランザクション機能」を「無効」
にします。
• ［トランザクションの設定］画面にある「インプロセス OTS のステータスファイル
格納先」に，共有ディスク装置のディレクトリを設定します。
設定例
L:¥Group1¥otsstatus
（b） 論理 Web サーバの設定
［Web サーバの設定］画面で，「ホストの固定」に「する」を設定してください。
（c） 論理 SFO サーバの設定
Microsoft Cluster Service を使用して J2EE サーバがクラスタ構成となるシステムで，
セッションフェイルオーバ機能を使用する場合は，論理 SFO サーバで次の設定が必要で
す。
● サーバ ID の重複の設定
［システムプロパティの設定］画面にある「システムプロパティの定義」で，次のよう
に設定します。
設定例
webserver.sfo.negotiation.ignore_serverId=true
このように設定することで，HTTP セッションのセッション ID に設定されるサーバ
ID が，ほかの J2EE サーバのサーバ ID と重複していても，エラーにならないように
なります。

！

注意事項
webserver.sfo.negotiation.ignore_serverId キーに「true」を指定するのは，Microsoft
Cluster Service を使用したクラスタ環境でセッションフェイルオーバ機能を使用する場合だ
けにしてください。
Microsoft Cluster Service を使用しない環境で「true」を指定すると，システム内のセッ
ション ID が重複する場合があります。Microsoft Cluster Service を使用しない環境では，
デフォルト値の「false」を指定してください。

（d） 論理ネーミングサービスの設定
［ネーミングサービスの設定］画面で，
「ホストの固定」に「する」を設定してください。
このとき，J2EE サーバが使用するネーミングサービス（アウトプロセスでの起動）を設
定する場合は，「運用管理エージェントのホストで固定」のチェックボックスをチェック
しないでください。このように設定することで，「運用管理ドメインの構成定義」の
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［ネーミングサービスの追加］画面で指定したホスト名が使用されます。

17.2.3

設定ファイルの編集

運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。ここでは，Microsoft
Cluster Service と連携する場合に注意が必要なファイルの設定について説明します。

（1） 運用管理エージェントの設定
adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）に設定する項目の
うち，Microsoft Cluster Service と連携する場合に留意する設定項目について説明しま
す。なお，adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでクラスタ IP アドレスを指定します。管理用の
リクエストは，クラスタ IP アドレスだけで受け付けます。例では，次のように設定し
ます。
adminagent.adapter.bind_host=172.16.12.30
● adminagent.cluster.localaddress.check キー
アプリケーションサーバの系切り替え時に，障害などの原因で停止しなかった待機系
の論理サーバ，または運用管理エージェントを停止するための設定をします。
adminagent.cluster.localaddress.check=true

（2） Hitachi Web Server の設定（Web サーバと連携する場合）
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に設定する項目のうち，Microsoft
Cluster Service と連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，
httpsd.conf ファイルの各ディレクティブについては，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。
● Listen ディレクティブ，BindAddress ディレクティブなど
Listen ディレクティブ，BindAddress ディレクティブなどには，クラスタ IP アドレ
スを指定します。クライアントへのサービス提供は，クラスタ IP アドレスで実施しま
す。
● ServerName ディレクティブ
ServerName ディレクティブには，クラスタ IP アドレス，またはクラスタ IP アドレ
スに名前を解決できるホスト名を指定します。

（3） ワーカの設定（Web サーバと連携する場合）
workers.properties（ワーカ定義ファイル）に設定する項目のうち，Microsoft Cluster
Service と連携する場合に留意する設定項目について説明します。workers.properties に
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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。

workers.properties では，ネットワーク設定に合わせて，次のキーを設定してください。
worker.<ワーカ名>.host=クラスタIPアドレス

（4） スマートエージェントの設定（CTM を利用する場合）
Management Server との連携で CTM を利用する場合には，次のファイルを編集する必
要があります。
● localaddr
localaddr を作成します。localaddr では，ステーショナリ IP アドレスとクラスタ IP
アドレスを設定し，スマートエージェントがステーショナリ IP アドレスとエイリアス
IP アドレスを通信に使用できるようにします。localaddr の設定については，「付録 I
クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（Windows の場合）」
を参照してください。

17.2.4

汎用スクリプトファイルの作成

運用管理エージェントを監視，起動，および停止するためのスクリプトファイルを
VBScript で記述します。現用系のアプリケーションサーバと予備系のアプリケーション
サーバで同一の汎用スクリプトファイルを使用し，同一のパスに配置してください。

（1） 汎用スクリプトファイルの例
アプリケーションサーバを 1:1 に配置して系を切り替える場合の汎用スクリプトファイ
ルの例（GenericScript.vbs）を次に示します。なお，汎用スクリプトファイルに定義す
る関数と変数については，「(2)

汎用スクリプトファイルの関数」，および「(3) 汎用ス

クリプトファイルの変数」を参照してください。

Dim WshShell, fso, AccessInfoFile, oExec, oRun, oCosmiHome, oAdmin, oMngsvut,
oCjsleep
Dim oMngHost, oAAHost, oUser, oPass
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome
oAdminac =
oMngsvut =
oCjsleep =

= WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥adminagentctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrutil"""
"""" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""

oMngHost = "172.16.12.39" '--- Management
oAAHost = "172.16.12.30" '--- Adminagent
oUser = "admin" ' --- Management Server's
oPass = "admin" ' --- Management Server's

Server
Server
userid
password

' ==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
Open = True
End Function
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' ==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
'--- adminagent.access.info file --Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set AccessInfoFile = fso.CreateTextFile(oCosmiHome &
"¥manager¥tmp¥adminagent.access.info", True)
AccessInfoFile.WriteLine(oMngHost & ":28080," & oAAHost & ":20295")
AccessInfoFile.Close
'--- adminagentctl --Set oExec = WshShell.Exec(oAdminac & " start")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent cannot start. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oRun
Resource.LogInformation oExec.StdOut.ReadAll
Online = False
Exit Function
End If
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -u "&oUser&" -p "&oPass&" -s
-l 360 start allServers"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers start failed. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Online = True
End Function
' ==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq adminagent.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "adminagent.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
End If
End Function
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' ==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -u "&oUser&" -p "&oPass&" -t
" & oAAHost & " -k host check adminAgent"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent command failed. ###
rtn=" & oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
Else
IsAlive = True
End If
End Function
' ==== Offline ====
Function Offline( )
Resource.LogInformation "======== Entering Offline. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -u "&oUser&" -p "&oPass&" -s
-l 360 stop allServers"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers stopping failed. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
'--- adminagentctl --Set oExec = WshShell.Exec(oAdminac & " stop")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent stopping failed. ###
rtn=" & oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Offline = True
End Function
' ==== Close ====
Function Close( )
Resource.LogInformation "======== Entering Close. ========"
Close = True
End Function
' ==== Terminate ====
Function Terminate( )
Resource.LogInformation "======== Entering Terminate. ========"
Terminate = True
End Function

（2） 汎用スクリプトファイルの関数
汎用スクリプトファイルには，関数を定義する必要があります。各関数の戻り値は，正
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常終了時には True を，異常終了時には False を返します。汎用スクリプトファイルの関
数を次の表に示します。
表 17-3

汎用スクリプトファイルの関数（アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えの
場合）

関数名

内容

Open

この汎用スクリプトファイルが開かれるときに実行される関数です。
Resource.LogInformation メソッドでクラスタログにログを出力します。

Online

汎用スクリプトリソースのオンライン時に実行される関数です。この関数でアクセス
情報ファイルを作成し，運用管理エージェント，論理サーバを起動します。
アクセス情報ファイルのフォーマットを次に示します。
<Mng_ip>:<Mng_port>,<AA_ip>:<AA_port>
• Mng_ip
Management Server 稼働ホストの IP アドレス
• Mng_port
Management Server のポート番号
• AA_ip
Management Server の運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」のホス
トに指定した値（運用管理エージェントのホスト名）
• AA_port
Management Server の運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」の運用
管理エージェントのポート番号

LooksAlive

リソースの稼働状況を簡単に把握するための関数です。この関数では，tasklist コマン
ドで運用管理エージェントのプロセスの有無を確認します。

IsAlive

リソースの稼働状況を厳密に把握するための関数です。この関数では，mngsvrutil の
check コマンドで運用管理エージェントが正常に動作しているかを確認します。

Offline

汎用スクリプトリソースのオフライン時に実行される関数です。この関数で論理サー
バと運用管理エージェントを停止します。

Close

この汎用スクリプトファイルが閉じるときに実行される関数です。

Terminate

汎用スクリプトリソースの強制終了時に実行される関数です。

（3） 汎用スクリプトファイルの変数
汎用スクリプトファイルでは，必要に応じて次の表に示す変数の値を変更してください。
表 17-4

汎用スクリプトファイルの変数（アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えの
場合）

変数名

内容

oMngHost

Management Server が稼働しているホスト

oAAHost

運用管理エージェントが稼働しているホスト（クラスタ IP アドレス）

oUser

Management Server にログインするためのログイン ID

oPass

Management Server にログインするためのパスワード
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17.2.5

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの
環境設定

クラスタアドミニストレータを使用して，現用系，予備系アプリケーションサーバの系
で稼働させる実行サーバや待機サーバの環境を定義します。なお，クラスタアドミニス
トレータの設定の詳細については，OS のマニュアルを参照してください。
アプリケーションサーバを 1:1 に配置して系を切り替える場合の設定内容を次に示しま
す。

（1） リソースグループの設定
次の手順でリソースグループを設定します。
1. クラスタノードを設定します。
クラスタにノード（Node1，Node2）を追加します。
2. リソースグループを作成します。
［ファイル］−［新規作成］−［グループ］を選択して，次のリソースグループを作
成します。
項目

設定値

名前

ClusterA

説明

グループ A

優先所有者

Node1，Node2

（2） リソースの設定
次の手順でリソースを設定します。
1. 共有ディスクを設定します。
2. クラスタ IP アドレスを設定します。
3. クラスタ名を設定します。
4. 汎用スクリプトを設定します。
各作業について説明します。
（a） 共有ディスクの設定
トランザクション情報を共有ディスクに格納するための設定をします。Cosminexus で
設定する「インプロセストランザクションサービスのステータスファイル」の格納先を
この共有ディスクに設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択し
て，次の物理ディスクリソースを作成します。
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項目

設定値

名前

DiskA

説明

共有ディスク A

リソースの種類

物理ディスク

グループ

ClusterA

実行所有者

Node1,Node2

共有ディスク

L ドライブ（L:¥)

（b） クラスタ IP アドレスの設定
クラスタを管理するための IP アドレスを設定します。クラスタ IP アドレスとして，
Management Server やクライアントから認識される IP アドレスを設定してください。
［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の IP アドレスリソースを作
成します。
項目

設定値

名前

IPAddressA

説明

IP アドレス A

リソースの種類

IP アドレス

グループ

ClusterA

実行所有者

Node1,Node2

依存関係

なし

アドレス

172.16.12.30

サブネットマスク

255.255.0.0

ネットワーク

ローカル エリア接続

（c） クラスタ名の設定
［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次のネットワーク名リソースを
作成します。
項目

設定値

名前

HostNameA

説明

ホスト A

リソースの種類

ネットワーク名

グループ

ClusterA

実行所有者

Node1,Node2

依存関係

IPAddressA
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項目
ネットワーク名

設定値
COSMI

（d） 汎用スクリプトの設定
Microsoft Cluster Service から Cosminexus を起動，停止する汎用スクリプトリソース
を設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の汎用スクリ
プトリソースを作成します。
項目

設定値

名前

ScriptA

説明

スクリプト A

リソースの種類

汎用スクリプト

グループ

ClusterA

実行所有者

Node1，Node2

依存関係

DiskA，IPAddressA，HostNameA

スクリプトのファイルパス

C:¥MSCS¥GenericScript.vbs

詳細設定プロパティ

再開しない

LooksAlive ポーリング間隔

任意

IsAlive ポーリング間隔

任意

待ちのタイムアウト

任意

17.2.6

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の設定では，運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータ
などを使用して Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，論理サーバをセット
アップして設定情報を配布し，J2EE サーバに J2EE アプリケーションとリソースアダ
プタをインポートします。アプリケーションサーバの設定手順を次に示します。
1. 運用管理サーバを起動します。
運用管理サーバの起動方法については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガ
イド」を参照してください。
2. Node1 で，リソースグループ ClusterA をオンラインにします。
3. 運用管理ポータルで，J2EE サーバをセットアップします。
「運用管理ドメインの構成定義」の［セットアップ］画面で，J2EE サーバをセット
アップします。運用管理ポータルでの操作手順および画面の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。
4. 運用管理ポータルで，J2EE サーバに設定した情報を Node1 に配布します。
「論理サーバの環境設定」の［設定情報の配布］画面で，J2EE サーバに設定した情報
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を Node1 に配布します。
5. サーバ管理コマンドを使用して，Node1 の J2EE サーバに J2EE アプリケーションと
リソースアダプタをインポートします。また，インポートした J2EE アプリケーショ
ンとリソースアダプタを設定および開始します。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」
を参照してください。リソースアダプタの設定については，
「9.3 リソースアダプタ
の設定」を参照してください。また，サーバ管理コマンドでの操作については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
なお，J2EE サーバおよびその前提プロセスを起動してからサーバ管理コマンドを実
行してください。また，サーバ管理コマンドでの操作が終わったら，サーバ管理コマ
ンドを停止させてください。
6. クラスタアドミニストレータで，リソースグループ ClusterA に対して「グループの移
動」を実行して系を切り替え，リソースの所有者を Node2 に変更します。
7. Node2 で，手順 3. 〜手順 5. を実施します。
8. クラスタアドミニストレータで，リソースグループ ClusterA に対して「グループの移
動」を実行して系を切り替え，リソースの所有者を Node1 に戻します。
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17.3 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り
替えシステムの設定（Windows の場合）
1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，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
バを 1:1 に配置するシステムと，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サーバを
1:1 で配置するシステムを構築・運用できます。このシステムは，Smart Composer 機能
を使用して構築します。この節では，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サー
バを 1:1 に配置して系を切り替えるシステムの設定について説明します。
運用管理サーバを 1:1 に配置して系を切り替えるシステムでは，実行系の運用管理サー
バでマシンの障害や Management Server のプロセスの終了が発生すると，Microsoft
Cluster Service がこれを検知して，自動的に待機している系に切り替えて業務を続行し
ます。また，障害が発生しなくても実行中のシステムに予防保守などが必要な場合には，
オペレータの操作によって待機している系に計画的に切り替えることができます。
なお，運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの詳細については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のクラスタソフトウェア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。システム構成については，マニュアル「Cosminexus システ
ム設計ガイド」の運用管理サーバの実行系と待機系を 1:1 にする構成に関する説明を参
照してください。

17.3.1

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステ
ムの設定手順

ここでは，システムの構成例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の
項では，このシステムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-3

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの構成例（Windows の場
合）

この例では，運用管理サーバとアプリケーションサーバは，別のマシンに配置していま
す。運用管理サーバの実行系（現用系）と運用管理サーバの待機系（予備系）を 1:1 で
配置しています。
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでは，まずクラスタを構築して，運用管理
サーバをクラスタ（例では COSMI）内に現用系ノード（例では Node1）と予備系ノー
ド（例では Node2）として定義します。また，現用系ノードと予備系ノードは，
「物理
ディスクリソース」
，「IP アドレスリソース」
，「ネットワーク名リソース」
，および「汎用
スクリプトリソース」を含めた，一つのリソースグループ（例では Group）として定義
します。
なお，Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設け
て，稼働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラス
タ内のノードを意識しないようにします。1:1 系切り替えシステムの場合，エイリアス
IP アドレスは，Microsoft Cluster Service によって動的に割り当てられるアドレス（ク
ラスタ IP アドレス）となります。
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（2） システムの設定手順
Microsoft Cluster Service と連携する場合には，Management Server やクラスタアドミ
ニストレータの設定などが必要になります。運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステム
の設定手順を次の図に示します。なお，ここで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る場合の，運用管理サーバの設定手順について
説明しています。運用管理サーバと別のマシンに構築しているアプリケーションサーバ
の設定については，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してくだ
さい。
図 17-4

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順（Windows の
場合）

図中の 1. 〜 7. について説明します。
1. 共有ディスクにパーティションを作成して，ファイルシステムを構築します。
Microsoft Cluster Service のクラスタ管理用ファイルの格納場所を作成します。また，
グローバルトランザクションを使用する場合には，トランザクション情報の格納場所
を作成します。なお，クラスタ管理用ファイルの格納場所とトランザクション情報の
格納場所は，同じパーティションでもかまいません。
2. システムに共有ディスクを割り当てます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系と予備系で，同じドライブ文字を
割り当ててください。
3. Management Server でクラスタサーバの環境を設定します。
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，Microsoft
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Cluster Service を使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
簡易構築定義ファイルでは設定できない，Management Server などの各種定義ファ
イルを設定します。
5. 現用系から予備系に Management Server の設定情報をコピーします。
現用系と予備系を同じ環境にするために，現用系での Management Server に関する
設定内容を予備系にコピーします。
6. 汎用スクリプトファイルを作成します。
運用管理サーバを監視，起動，および停止するための汎用スクリプトファイルを作成
します。
7. クラスタアドミニストレータでクラスタサーバの環境を設定します。
クラスタアドミニストレータを使用して，系で稼働させるサーバの環境を設定しま
す。

17.3.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，Microsoft Cluster Service と連携する場合の，Management Server での設定
時の留意点について説明します。

参考
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアップす
る必要があります。Management Server のセットアップについては，
「3.4.1
Management Server のセットアップ」を参照してください。

！

注意事項
運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，運用管理ポータルを使用して運用管
理サーバ上の論理サーバを設定する必要があります。なお，システム構成例では，運用管理
サーバ上に論理サーバを定義していないため，設定不要です。Management Server を初め
て使用するホストの場合には，Management Server をセットアップしてください。

（1） 簡易構築定義ファイルでの設定
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，論理サーバ
を設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義します。また，必要に応じて，各論
理サーバの <configuration> タグ内に，論理サーバの環境や起動／停止の動作などを設
定します。設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Smart Composer 機能のコマンド
を使用して，Web システムをセットアップします。
必要に応じて，サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーション，リソースアダ
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プタをインポートして，開始します。

17.3.3

設定ファイルの編集

設定ファイルを編集します。ここでは，Microsoft Cluster Service と連携する場合に注
意が必要な設定ファイルについて説明します。なお，現用系と予備系で必要となる設定
が異なります。
1. 運用管理エージェントの設定
2. Management Server の設定
3. Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
現用系では，2. と 3. を設定してください。1. は運用管理サーバ上に論理サーバを定義し
ている場合だけ設定してください。
予備系では，3. だけ設定してください。1. と 2. については，現用系から Management
Server の設定情報をコピーすることで設定できるため，ここでは設定不要です。

！

注意事項
運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，運用管理サーバ上の運用管理エー
ジェントを設定する必要があります。なお，システム構成例では，運用管理サーバ上に論理
サーバを定義していないため，設定不要です。

（1） 運用管理エージェントの設定
運用管理エージェントプロパティファイル（adminagent.properties）に設定する項目の
うち，Microsoft Cluster Service と連携する場合に留意する設定項目について説明しま
す。なお，adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでクラスタ IP アドレスを指定します。管理用の
リクエストは，クラスタ IP アドレスだけで受け付けます。

（2） Management Server の設定
Management Server 環境設定ファイル（mserver.properties）に設定する項目のうち，
Microsoft Cluster Service と連携する場合に留意する設定項目について説明します。な
お，mserver.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
● mngsvr.myhost.name
mngsvr.myhost.name キーでクラスタ IP アドレスを指定します。例では，次のよう
に設定します。
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mngsvr.myhost.name=192.168.255.111
● webserver.connector.http.permitted.hosts
webserver.connector.http.permitted.hosts キーでクラスタ IP アドレスを指定します。
例では，次のように設定します。
webserver.connector.http.permitted.hosts=192.168.255.111,192.168.0.112
このように指定することで，運用管理サーバのエイリアス IP アドレスおよびアプリ
ケーションサーバからのリクエスト受け付けだけを許可して，運用管理サーバのス
テーショナリ IP アドレスからのリクエストを拒否できるようになります。

（3） Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
ローカルシステムアカウントのホームディレクトリに，Management Server の運用管理
コマンド（mngsvrutil）のクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）を用意し，
Management Server の管理ユーザのユーザ ID とパスワードを設定してください。また，
クライアント側定義ファイルには適切なアクセス権限を設定してください。
このファイルは，Management Server を監視，起動，および停止するスクリプトで，
mngsvrutil コマンドを実行する際に使用します。
なお，mngsvrutil コマンドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

17.3.4

定義編」を参照してください。

現用系から予備系への Management Server の設定情
報のコピー

現用系と予備系を同じ環境にするために，現用系での Management Server に関する設
定情報を予備系にコピーします。Management Server の設定情報の退避／回復コマンド
を使用して，現用系で設定した Management Server の各種定義ファイル，
Management Server に登録した J2EE アプリケーションやリソースアダプタなどを，現
用系から予備系にコピーしてください。

（1） Management Server の設定情報のコピー手順
Management Server の設定情報のコピー手順を次に示します。
1. 現用系で，mstrexport コマンドを実行します。
mstrexport コマンドでは，mstrexport コマンドの実行対象となる現用系の
Management Server の設定情報を収集し，収集した情報を ZIP 形式のファイルに保
存します。mstrexport コマンドの引数には，保存する ZIP 形式のファイルのファイ
ル名を指定してください。
• コマンドの格納場所
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin
• 実行例
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mstrexport C:¥work¥mstruct.zip
なお，mstrexport コマンドは，mstrexport コマンドの実行対象となる Management
Server の起動，停止に関係なく実行できます。
2. 手順 1. で保存された ZIP 形式のファイルを，現用系から予備系にコピーします。
3. 予備系で，mstrimport コマンドを実行します。
mstrimport コマンドでは，コピーしてきた ZIP 形式のファイルを，コマンドの実行
対象となる予備系の Management Server に展開します。これによって，現用系の
Management Server と予備系の Management Server を同じ設定にできます。
mstrimport コマンドの引数には，コピーしてきた ZIP 形式のファイルのファイル名
を指定してください。
• コマンドの格納場所
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin
• 実行例
mstrimport D:¥recovery¥mstruct.zip
なお，mstrimport コマンドは，mstrimport コマンドの実行対象の Management
Server が停止している場合だけ実行できます。
コマンドについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照し

てください。

（2） 収集対象のファイルの定義
mstrexport コマンドの引数として，mstrexport コマンドの収集対象を記述するファイル
（Management Server 管理ファイル用退避対象定義ファイル）を指定できます。
実行例
mstrexport c:¥work¥mstruct.zip "C:¥Documents and
Settings¥MyUser¥filelist.txt"
mstrexport コマンドでは，デフォルトの状態で，Management Server の各種定義ファ
イル，Management Server に登録した J2EE アプリケーションやリソースアダプタな
ど，Management Server でのシステム構築・運用に必要な情報が収集できます。これら
の情報に加えて，ユーザ作成のコマンドなども mstrexport コマンドでの収集対象に追加
したい場合には，収集対象とするファイルの絶対パスを Management Server 管理ファ
イル用退避対象定義ファイルに記述してください。
ファイルの記述例
${cosminexus.home}/manager/apps/MyApp.ear
/home/confdir/message1.conf
ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
ださい。
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17.3.5

汎用スクリプトファイルの作成

Management Server のプロセスを監視，起動および停止するための汎用スクリプトファ
イルを VBScript で記述します。現用系の運用管理サーバと予備系の運用管理サーバで同
一の汎用スクリプトファイルを使用し，同一のパスに配置してください。

（1） 汎用スクリプトファイルの例
運用管理サーバを 1:1 に配置して系を切り替える場合の汎用スクリプトファイルの例
（GenericScript.vbs）を示します。なお，ここでは，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に構築している場合の汎用スクリプトファイルの記述方法につい
て説明します。運用管理サーバをアプリケーションサーバと同じマシンに構築している
場合の汎用スクリプトファイルの記述方法については，
「(4) 運用管理サーバをアプリ
ケーションサーバと同じマシンに構築している場合の汎用スクリプトファイルの例」を
参照してください。
汎用スクリプトファイルに定義する関数と変数については，
「(2) 汎用スクリプトファイ
ルの関数」，および「(3) 汎用スクリプトファイルの変数」を参照してください。
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に構築している場合に，運用
管理サーバで使用する汎用スクリプトファイルの例を次に示します。この汎用スクリプ
トファイルでは，Management Server のプロセスを監視します。

Dim WshShell, fso, AccessInfoFile, oExec, oRun, oCosmiHome, oAdmin, oMngsvrc,
oMngsvut, oCjsleep, oMngHost, oAAHost
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome
oMngsvrc =
oMngsvut =
oCjsleep =

= WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrutil"""
"""" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""

oMngHost = "192.168.255.111" '--- Management Server
' ==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
Open = True
End Function
' ==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
'--- mngsvrctl --Set oExec = WshShell.Exec(oMngsvrc & " start")
Resource.LogInformation "### Management Server get starting. ### "
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Retries = 20
For i=0 to Retries
oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 check mngsvr"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 10", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode = 0 Then
Resource.LogInformation "### Management Server started. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Exit For
End If
Next
If i > Retries Then
Resource.LogInformation "### Management Server cannot start. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdOut.ReadAll
End If
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host -s
-l 360 start server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers start failed. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Online = True
End Function
' ==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq mngsvr.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "mngsvr.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
End If
End Function
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' ==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 check mngsvr"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Management Server command failed. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
Else
IsAlive = True
End If
End Function
' ==== Offline ====
Function Offline( )
Resource.LogInformation "======== Entering Offline. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host -s
-l 360 stop server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers stopping failed. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
'--- mngsvrctl --Set oExec = WshShell.Exec(oMngsvrc & " stop")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Management Server cannot stop. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdOut.ReadAll
End If
Offline = True
End Function
' ==== Close ====
Function Close( )
Resource.LogInformation "======== Entering Close. ========"
End Function
' ==== Terminate ====
Function Terminate( )
Resource.LogInformation "======== Entering Terminate. ========"
End Function

（2） 汎用スクリプトファイルの関数
汎用スクリプトファイルには，関数を定義する必要があります。各関数の戻り値は，正
常終了時には True を，異常終了時には False を返します。汎用スクリプトファイルの関
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数を次の表に示します。
表 17-5

汎用スクリプトファイルの関数（運用管理サーバの 1:1 系切り替えの場合）

関数名

内容

Open

この汎用スクリプトファイルが開かれるときに実行される関数です。
Resource.LogInformation メソッドでクラスタログにログを出力します。

Online

汎用スクリプトリソースのオンライン時に実行される関数です。この関数で，
Management Server，論理サーバを起動します。

LooksAlive

リソースの稼働状況を簡単に把握するための関数です。この関数では，tasklist コマン
ドで Management Server のプロセスの有無を確認します。

IsAlive

リソースの稼働状況を厳密に把握するための関数です。この関数では，mngsvrutil の
check コマンドで Management Server の稼働状況を確認します。

Offline

汎用スクリプトリソースのオフライン時に実行される関数です。この関数で論理サー
バ，Management Server を停止します。

Close

この汎用スクリプトファイルが閉じるときに実行される関数です。

Terminate

汎用スクリプトリソースの強制終了時に実行される関数です。

（3） 汎用スクリプトファイルの変数
汎用スクリプトファイルでは，必要に応じて次の表に示す変数の値を変更してください。
表 17-6
変数名

汎用スクリプトファイルの変数（運用管理サーバの 1:1 系切り替えの場合）
内容

oMngHost

Management Server が稼働しているホストです。
クラスタ IP アドレスを指定してください。

oAAHost

運用管理サーバ上の運用管理エージェントが稼働しているホストです。
クラスタ IP アドレスを指定してください。

（4） 運用管理サーバをアプリケーションサーバと同じマシンに構築して
いる場合の汎用スクリプトファイルの例
運用管理サーバをアプリケーションサーバと同じマシンに構築している場合に使用する
汎用スクリプトファイルの例を次に示します。この汎用スクリプトファイルでは，
Management Server と運用管理エージェントのプロセスを監視します。
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Dim WshShell, fso, AccessInfoFile, oExec, oRun, oCosmiHome, oAdmin, oMngsvrc,
oMngsvut, oCjsleep, oMngHost, oAAHost
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome
oAdminac =
oMngsvrc =
oMngsvut =
oCjsleep =

= WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥adminagentctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrutil"""
"""" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""

oMngHost = "192.168.255.111" '--- Management Server
oAAHost = "192.168.255.111" '--- Adminagent Server
' ==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
Open = True
End Function
' ==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
'--- adminagentctl --Set oExec = WshShell.Exec(oAdminac & " start")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent cannot start. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdOut.ReadAll
End If
'--- mngsvrctl --Set oExec = WshShell.Exec(oMngsvrc & " start")
Resource.LogInformation "### Management Server get starting. ### "
Retries = 20
For i=0 to Retries
oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 check mngsvr"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 10", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode = 0 Then
Resource.LogInformation "### Management Server started. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Exit For
End If
Next
If i > Retries Then
Resource.LogInformation "### Management Server cannot start. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdOut.ReadAll
End If
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'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host -s
-l 360 start server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers start failed. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Online = True
End Function
' ==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq adminagent.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "adminagent.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
exit Function
End If
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq mngsvr.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "mngsvr.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
End If
End Function
' ==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = """" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥adminagentcheck"""
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent command failed. ###
rtn=" & oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
exit Function
End If
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oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host
check mngsvr"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Management Server command failed. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
Else
IsAlive = True
End If
End Function

17.3.6

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの
環境設定

クラスタアドミニストレータを使用して，現用系，予備系アプリケーションサーバの系
で稼働させる実行サーバや待機サーバの環境を定義します。なお，クラスタアドミニス
トレータの設定の詳細については，OS のマニュアルを参照してください。
運用管理サーバの 1:1 系切り替えの場合の設定内容を次に示します。

（1） リソースグループの設定
次の手順でリソースグループを作成します。
1. クラスタノードを設定します。
クラスタにノード（Node1，Node2）を追加します。
2. リソースグループを作成します。
［ファイル］−［新規作成］−［グループ］を選択して，次のリソースグループを作
成します。
項目

設定値

名前

Group

説明

グループ

優先所有者

Node1，Node2

（2） リソースの設定
次の手順でリソースを設定します。
1. 共有ディスクを設定します。
2. クラスタ IP アドレスを設定します。
3. クラスタ名を設定します。

619

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

4. 汎用スクリプトを設定します。
各作業について説明します。
（a） 共有ディスクの設定
Cosminexus で設定する「インプロセストランザクションサービスのステータスファイ
ル」の格納先をこの共有ディスクに設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソー
ス］を選択して，次の物理ディスクリソースを作成します。
項目

設定値

名前

Cluster_Disk

説明

Cluster 共有ディスク

リソースの種類

物理ディスク

グループ

Group

実行所有者

Node1，Node2

共有ディスク

L ドライブ（L:¥）

（b） クラスタ IP アドレスの設定
クラスタを管理するための IP アドレスを設定します。クラスタ IP アドレスとして，
Management Server やクライアントから認識される IP アドレスを設定してください。
［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の IP アドレスリソースを作
成します。
項目

設定値

名前

Cluster_IPAddress

説明

ClusterIP アドレス

リソースの種類

IP アドレス

グループ

Group

実行所有者

Node1，Node2

依存関係

なし

アドレス

192.168.255.111

サブネットマスク

255.255.255.0

ネットワーク

Public Cluster Connection

（c） クラスタ名の設定
［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次のネットワーク名リソースを
作成します。
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項目

設定値

名前

Cluster_HostName

説明

Cluster クラスタ名

リソースの種類

ネットワーク名

グループ

Group

実行所有者

Node1，Node2

依存関係

Cluster_IPAddress

ネットワーク名

COSMI

（d） 汎用スクリプトの設定
Microsoft Cluster Service から Cosminexus を起動，停止する汎用スクリプトリソース
を設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の汎用スクリ
プトリソースを作成します。
項目

設定値

名前

Cluster

説明

Cluster スクリプト

リソースの種類

汎用スクリプト

グループ

Group

実行所有者

Node1，Node2

依存関係

Cluster_Disk，Cluster_IPAddress，Cluster_HostName

スクリプトのファイルパス

C:¥MSCS¥GenericScript.vbs
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17.4 相互系切り替えシステムの設定
（Windows の場合）
相互系切り替えシステムは，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，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（相互スタンバイ構成）のシステムです。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
ない運用ができるようになります。このシステムは，Smart Composer 機能を使用して
構築します。この節では，相互系切り替えシステムの設定について説明します。
なお，相互系切り替えシステムの詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解
説」のクラスタソフトウェア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。システム構成については，マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」のアプ
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に関する説明を参照
してください。

17.4.1

相互系切り替えシステムの設定手順

ここでは，システムの構成例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
相互系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の項では，このシス
テムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-5

相互系切り替えシステムの構成例（Windows の場合）

この例では，2 種類のアプリケーションサーバ（アプリケーションサーバ 1，アプリケー
ションサーバ 2 とします）を使用しています。アプリケーションサーバ 1 の実行系（現
用系 1）と待機系（予備系 2），アプリケーションサーバ 2 の実行系（現用系 2）と待機
系（予備系 1）をそれぞれ 1:1 で配置しています。それぞれ別の運用管理ドメインを持つ
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Management Server を配置し，両方のマシンで Management Server を起動させていま
す。
相互系切り替えシステムでは，一つの運用管理ドメイン内に二つの仮想ホストを定義し，
それぞれを現用系アプリケーションサーバのホスト，予備系アプリケーションサーバの
ホストとして構築します。この例では，次のような組み合わせになります。
• Node1 の現用系 1（仮想ホスト 1）と Node2 の予備系 1（仮想ホスト 1）
• Node2 の現用系 2（仮想ホスト 2）と Node1 の予備系 2（仮想ホスト 2）
仮想ホストでは，一つの運用管理エージェントによってアプリケーションサーバの起動，
停止を制御しますが，運用で使用する IP アドレスには異なる IP アドレスを割り当てて，
見かけ上は異なるホストであるように定義しています。
Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設けて，稼
働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラスタ内の
ノードを意識しないようにします。相互系切り替えシステムの場合，エイリアス IP アド
レスは，Microsoft Cluster Service によって動的に割り当てられるアドレス（クラスタ
IP アドレス）となります。アプリケーションサーバの運用に使用する IP アドレスには，
クラスタ IP アドレスを使用し，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に移動しない IP アドレス（ステー
ショナリ IP アドレス）を使用します。

（2） システムの設定手順
Microsoft Cluster Service と連携する場合には，Management Server やクラスタアドミ
ニストレータの設定などが必要になります。相互系切り替えシステムの設定手順を次の
図に示します。
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図 17-6

相互系切り替えシステムの設定手順（Windows の場合）

図中の 1. 〜 7. について説明します。
1. 共有ディスクにパーティションを作成して，ファイルシステムを構築します。
Microsoft Cluster Service のクラスタ管理用ファイルの格納場所を作成します。また，
グローバルトランザクションを使用する場合には，トランザクション情報の格納場所
を作成します。なお，クラスタ管理用ファイルの格納場所とトランザクション情報の
格納場所は，同じパーティションでもかまいません。
2. システムに共有ディスクを割り当てます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系 1 と予備系 1，現用系 2 と予備系
2 で，同じドライブ文字を割り当ててください。
3. Management Server でクラスタサーバの環境を設定します。
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，Microsoft
Cluster Service を使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
簡易構築定義ファイルでは設定できない，運用管理エージェントや Management
Server，Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. 汎用スクリプトファイルを作成します。
アプリケーションサーバを起動，停止するための汎用スクリプトファイルを作成しま
す。
6. クラスタアドミニストレータでクラスタサーバの環境を設定します。
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クラスタアドミニストレータを使用して，系で稼働させるサーバの環境を設定しま
す。
7. Management Server とクラスタアドミニストレータで，アプリケーションサーバの設
定をします。
Management Server とクラスタアドミニストレータを使用して，Cosminexus をク
ラスタ構成に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

17.4.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，Microsoft Cluster Service と連携する場合の，Management Server での設定
時の留意点について説明します。

参考
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアップす
る必要があります。Management Server のセットアップについては，「3.4.1
Management Server のセットアップ」を参照してください。

（1） 簡易構築定義ファイルでの設定
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，論理サーバ
を設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義するときの留意点を次に示します。
● ホストの定義
運用管理ドメイン内のホストを定義します。現用系および予備系の仮想ホストで，
<host-name> タグにそれぞれのサーバの運用に使用するクラスタ IP アドレスを設定
します。例では，次のように設定します。
• Node1 の現用系 1 と Node2 の予備系 1 の場合：192.168.1.111
• Node2 の現用系 2 と Node1 の予備系 2 の場合：192.168.2.222
また，<agent-host> タグには，自ホストのステーショナリ IP アドレスを設定します。
例では，次のように設定します。
• Node1 の場合：192.168.0.11
• Node2 の場合：192.168.0.22
また，論理 J2EE サーバ（j2ee-server），論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグの設定での留意点を次に示します。
（a） 論理 J2EE サーバの設定
● ホストの固定の設定
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の次のパラメタに，任意
の値を設定して，管理用ホストおよび運用用ホストを固定してください。
• mngagent.connector.host パラメタ（運用管理エージェントのホスト名または IP ア
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ドレス）
• vbroker.se.iiop_tp.host パラメタ（J2EE サーバ単位で EJB コンテナのホスト名ま
たは IP アドレス）
• webserver.connector.http.bind_host パラメタ（Web コンテナの管理用サーバで使
用するローカル IP アドレス，または解決できるローカルホスト名称）
● グローバルトランザクションの設定
グローバルトランザクションを使用する場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の次のパラメタに，次の設定をしてください。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled パラメタ（ライトトランザクショ
ン機能の有効または無効の設定）に「false」を設定します。デフォルトでは
「false」が設定されています。
• ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメタ（インプロセス OTS のス
テータスファイルのバックアップの格納先）に，共有ディスク装置のディレクトリ
を設定します。デフォルトでは「otsstatus」が設定されています。
設定例
L:¥Group1¥otsstatus
（b） 論理 Web サーバの設定
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，次の設定が必要です。
● ホストの固定の設定
Listen パラメタで，リクエストを受け付ける IP アドレスまたはホスト名を設定して，
Web サーバのホストを固定してください。

17.4.3

設定ファイルの編集

設定ファイルを編集します。ここでは，Microsoft Cluster Service と連携する場合に注
意が必要な設定ファイルについて説明します。

（1） 運用管理エージェントの設定
adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）に設定する項目の
うち，Microsoft Cluster Service と連携する場合に留意する設定項目について説明しま
す。なお，adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレン
ス

定義編」を参照してください。

● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでステーショナリ IP アドレス（例では，
192.168.0.11，または 192.168.0.22）を指定します。管理用のリクエストは，ステー
ショナリ IP アドレスだけで受け付けます。
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（2） Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config ディレクトリ下に，
Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）のクライアント側共通定義ファ
イル（mngsvrutilcl.properties）を用意し，Management Server の管理ユーザのユーザ
ID とパスワードを設定してください。また，クライアント側共通定義ファイルには適切
なアクセス権限を設定してください。
このファイルは，運用管理エージェントを監視するスクリプト，および論理サーバを起
動，停止するスクリプトで，mngsvrutil コマンドを実行する際に使用します。
なお，mngsvrutil コマンドのクライアント側共通定義ファイル
（mngsvrutilcl.properties）については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定

義編」を参照してください。

17.4.4

汎用スクリプトファイルの作成

運用管理エージェントのプロセスを監視し，論理サーバを起動・停止するための汎用ス
クリプトファイルを作成します。

（1） 汎用スクリプトファイルの例
相互系切り替えの場合の汎用スクリプトファイルの例（GenericScriptA.vbs）を次に示
します。なお，汎用スクリプトファイルに定義する関数と変数については，「(2)
クリプトファイルの関数」，および「(3)

汎用ス

汎用スクリプトファイルの変数」を参照してく

ださい。

Dim WshShell, oExec, oRun, oCosmiHome, oAdmin, oMngsvut, oCjsleep, oMngHost,
oAAHost
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome
oAdminac =
oMngsvut =
oCjsleep =

= WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥adminagentctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrutil"""
"""" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""

oMngHost = "192.168.0.11" '--- Management Server
oAAHost = "192.168.1.111" '--- Adminagent Server
' ==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
Open = True
End Function
' ==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
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'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host -s
-l 360 start server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers start failed. ### rtn=" &
oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Online = True
End Function
' ==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq adminagent.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "adminagent.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
End If
End Function
' ==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host
check adminAgent"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent command failed. ###
rtn=" & oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
Else
IsAlive = True
End If
End Function
' ==== Offline ====
Function Offline( )
Resource.LogInformation "======== Entering Offline. ========"
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'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -t " & oAAHost & " -k host -s
-l 360 stop server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers stopping failed. ### rtn="
& oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
End If
Offline = True
End Function
' ==== Close ====
Function Close( )
Resource.LogInformation "======== Entering Close. ========"
End Function
' ==== Terminate ====
Function Terminate( )
Resource.LogInformation "======== Entering Terminate. ========"
End Function

なお，この汎用スクリプトファイルは，Node1（現用系 1 と予備系 2）で稼働する，運用
管理エージェントのプロセスを監視する場合の例です。この汎用スクリプトファイルを
Node2（予備系 1 と現用系 2）で使用する場合には，次のように置き換えてください。
• oMngHost を Node2 のステーショナリ IP アドレス（192.168.0.22）に置き換えます。
• oAAHost を Node2 の現用系 2（仮想ホスト 2）のクラスタ IP アドレス
（192.168.2.222）に置き換えます。

（2） 汎用スクリプトファイルの関数
汎用スクリプトファイルには，関数を定義する必要があります。各関数の戻り値は，正
常終了時には True を，異常終了時には False を返します。汎用スクリプトファイルの関
数を次の表に示します。
表 17-7
関数名

汎用スクリプトファイルの関数（相互系切り替えシステムの場合）
内容

Open

この汎用スクリプトファイルが開かれるときに実行される関数です。
Resource.LogInformation メソッドでクラスタログにログを出力します。

Online

汎用スクリプトリソースのオンライン時に実行される関数です。この関数で，論理サー
バを起動します。

LooksAlive

リソースの稼働状況を簡単に把握するための関数です。この関数では，tasklist コマン
ドで運用管理エージェントのプロセスの有無を確認します。

IsAlive

リソースの稼働状況を厳密に把握するための関数です。この関数では，mngsvrutil の
check コマンドで運用管理エージェントが正常に動作しているかを確認します。

Offline

汎用スクリプトリソースのオフライン時に実行される関数です。この関数で論理サーバ
を停止します。
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関数名

内容

Close

この汎用スクリプトファイルが閉じるときに実行される関数です。

Terminate

汎用スクリプトリソースの強制終了時に実行される関数です。

（3） 汎用スクリプトファイルの変数
汎用スクリプトファイルでは，必要に応じて次の表に示す変数の値を変更してください。
表 17-8

汎用スクリプトファイルの変数（相互系切り替えシステムの場合）

変数名

内容

oMngHost

Management Server が稼働しているホストです。
自ホストのステーショナリ IP アドレスを指定してください。

oAAHost

運用管理エージェントが稼働しているホストです。
現用系の仮想ホストのクラスタ IP アドレスを指定してください。

17.4.5

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの
環境設定

クラスタアドミニストレータを使用して，現用系，予備系アプリケーションサーバの系
で稼働させる実行サーバや待機サーバの環境を定義します。なお，クラスタアドミニス
トレータの設定の詳細については，OS のマニュアルを参照してください。
相互系切り替えシステムの場合の設定内容を次に示します。

（1） リソースグループの設定
次の手順でリソースグループを作成します。
1. クラスタノードを設定します。
クラスタにノード（Node1，Node2）を追加します。
2. リソースグループを作成します。
［ファイル］−［新規作成］−［グループ］を選択して，次のリソースグループを作
成します。
項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

名前

GroupA

GroupB

説明

グループ A

グループ B

優先所有者

Node1，Node2

Node2，Node1
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（2） リソースの設定
次の手順でリソースを設定します。
1. 共有ディスクを設定します。
2. クラスタ IP アドレスを設定します。
3. クラスタ名を設定します。
4. 汎用スクリプトを設定します。
各作業について説明します。
（a） 共有ディスクの設定
トランザクション情報を共有ディスクに格納するための設定をします。Cosminexus で
設定する「インプロセストランザクションサービスのステータスファイル」の格納先を
この共有ディスクに設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択し
て，次の物理ディスクリソースを作成します。
項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

名前

ClusterA_Disk

ClusterB_Disk

説明

ClusterA 共有ディスク

ClusterB 共有ディスク

リソースの種
類

物理ディスク

物理ディスク

グループ

GroupA

GroupB

実行所有者

Node1，Node2

Node1，Node2

共有ディスク

L ドライブ（L:¥）

M ドライブ（M:¥）

（b） クラスタ IP アドレスの設定
クラスタを管理するための IP アドレスを設定します。クラスタ IP アドレスとして，
Management Server やクライアントから認識される IP アドレスを設定してください。
［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の IP アドレスリソースを作
成します。
項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

名前

ClusterA_IPAddress

ClusterB_IPAddress

説明

ClusterA IP アドレス

ClusterB IP アドレス

リソースの種類

IP アドレス

IP アドレス
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項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

グループ

GroupA

GroupB

実行所有者

Node1，Node2

Node1，Node2

依存関係

なし

なし

アドレス

192.168.0.11

192.168.0.22

サブネットマス
ク

255.255.0.0

255.255.0.0

ネットワーク

Public Cluster Connection

Public Cluster Connection

（c） クラスタ名の設定
クラスタを管理するためのクラスタ名を設定します。
［ファイル］−［新規作成］−［リ
ソース］を選択して，次のネットワーク名リソースを作成します。
項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

名前

ClusterA_HostName

ClusterB_HostName

説明

ClusterA クラスタ名

ClusterB クラスタ名

リソースの種類

ネットワーク名

ネットワーク名

グループ

GroupA

GroupB

実行所有者

Node1，Node2

Node1，Node2

依存関係

ClusterA_IPAddress

ClusterB_IPAddress

ネットワーク名

COSMI1

COSMI2

（d） 汎用スクリプトの設定
Microsoft Cluster Service から Cosminexus を起動，停止する汎用スクリプトリソース
を設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の汎用スクリ
プトリソースを作成してください。
項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

名前

ClusterA

ClusterB

説明

ClusterA 用汎用スクリプト

ClusterB 用汎用スクリプト

リソースの種類

汎用スクリプト

汎用スクリプト

グループ

GroupA

GroupB

実行所有者

Node1，Node2

Node1，Node2

633

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

項目

設定値
現用系 1（予備系 2）の場合

予備系 1（現用系 2）の場合

依存関係

ClusterA_Disk，
ClusterA_IPAddress，
ClusterA_HostName

ClusterB_Disk，
ClusterB_IPAddress，
ClusterB_HostName

スクリプトのファ
イルパス

C:¥MSCS¥GenericScriptA.vbs

C:¥MSCS¥GenericScriptB.vbs

17.4.6

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の設定では，Management Server とクラスタアドミニストレー
タを使用して Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，J2EE サーバに J2EE
アプリケーションとリソースアダプタをインポート，および開始します。アプリケー
ションサーバの設定手順を次に示します。
1. Node1 および Node2 で，それぞれ運用管理エージェント，および Management
Server を起動します。
運用管理エージェント，および Management Server の起動方法については，
「3.2
システムの起動と停止の設定」を参照してください。
2. クラスタサービスを開始して，リソースグループ GroupA と GroupB をそれぞれオン
ラインにします。
現用系のアプリケーションサーバ（Node1 の現用系 1 と Node2 の現用系 2）が起動
されて，予備系のアプリケーションサーバ（Node2 の予備系 1 と Node1 の予備系 2）
が待機状態になっている，通常の運用状態になります。

3. 現用系のアプリケーションサーバ（Node1 の現用系 1 と Node2 の現用系 2）に対し
て，Management Server の Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築
定義ファイルを基に，Web システムをセットアップして起動します。また，サーバ管
理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートし
て，インポートした J2EE アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」
を参照してください。リソースアダプタの設定については，「9.3
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の設定」を参照してください。また，サーバ管理コマンドでの操作については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
4. クラスタアドミニストレータで，リソースグループ GroupB に対して「グループの移
動」を実行して系を切り替え，Node1 の予備系 2 のアプリケーションサーバを起動し
ます。

5. Node1 の予備系 2 のアプリケーションサーバに対して，Management Server の
Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Web
システムをセットアップして起動します。また，サーバ管理コマンドを使用して，
J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートして，インポートした J2EE
アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
Node1 の予備系 2 には，Node2 の現用系 2 と同じ J2EE アプリケーションとリソー
スアダプタをインポートします。
6. クラスタアドミニストレータで，リソースグループ GroupB に対して「グループの移
動」を実行して系を切り替え，Node2 の現用系 2 のアプリケーションサーバを起動
し，通常の運用状態に戻します。

7. リソースグループ GroupA に対して「グループの移動」を実行して系を切り替え，
Node2 の予備系 1 のアプリケーションサーバを起動します。
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8. Node2 の予備系 1 のアプリケーションサーバに対して，Management Server の
Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Web
システムをセットアップして起動します。また，サーバ管理コマンドを使用して，
J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートして，インポートした J2EE
アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
Node2 の予備系 1 には，Node1 の現用系 1 と同じ J2EE アプリケーションとリソー
スアダプタをインポートします。
9. リソースグループ GroupA に対して「グループの移動」を実行して系を切り替え，
Node1 の現用系 1 のアプリケーションサーバを起動し，通常の運用状態に戻します。
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17.5 N:1 リカバリシステムの設定（Windows
の場合）
N:1 リカバリシステムは，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）
を用意する構成のシステムです。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，トランザク
ションを決着するために使用します。このシステムは，運用管理ポータルを使用して構
築します。運用管理ポータルについては，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイ
ド」を参照してください。この節では，N:1 リカバリシステムの設定について説明しま
す。
業務は，N 台の実行系のアプリケーションサーバで実行します。業務実行中のアプリ
ケーションサーバに障害が発生すると，Microsoft Cluster Service がこれを検知して，
リカバリ専用サーバで，障害が発生したアプリケーションサーバの仕掛かり中のトラン
ザクションを決着します。その後，残りの稼働中の実行系のアプリケーションサーバで
業務を続行します。
なお，N:1 リカバリシステムの詳細については，マニュアル「Cosminexus

機能解説」

のクラスタソフトウェア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。
システム構成については，マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」のリカバリ
専用サーバを使用する場合の構成に関する説明を参照してください。

17.5.1

N:1 リカバリシステムの設定手順

ここでは，システムの構成例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
N:1 リカバリシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の項では，このシステ
ムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-7

システムの構成例（N:1 リカバリシステムの場合）

この例では，4 台の実行系サーバと 1 台のリカバリ専用サーバを配置しています。4 台の
実行系のうち，3 台の実行系では，同じ J2EE サーバ名で同じ J2EE アプリケーション
とリソースアダプタがデプロイされている「MyServer」という J2EE サーバを配置して
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います。残りの 1 台の実行系では，J2EE サーバ名や，デプロイされている J2EE アプ
リケーションとリソースアダプタが異なる「MyServer2」という J2EE サーバを配置し
ています。
N:1 リカバリ構成の場合，一つのクラスタ内に複数の仮想ホストを構築します。仮想ホ
ストは実行系ノードとリカバリ専用ノードの組で構成し，J2EE サーバをクラスタ構成で
配置します。N:1 リカバリ構成の場合，J2EE サーバはクラスタ内ではなく，仮想ホスト
内で動作します。このため，仮想ホストの IP アドレスおよびホスト名を設定してくださ
い。
仮想ホストは一つのリソースグループとして定義され，
「物理ディスクリソース」，
「IP ア
ドレスリソース」
，「ネットワークリソース名」
，「汎用スクリプトリソース」が仮想ホス
トに含まれます。ここでのリソースグループの例を次の図に示します。
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図 17-8

リソースグループの例

Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設けて，稼
働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラスタ内の
ノードを意識しないようにします。N:1 リカバリ構成の場合，エイリアス IP アドレス
は，仮想ホストの IP アドレスとなります。
待機系の J2EE サーバには，実行系の J2EE サーバで使用しているすべてのリソースア
ダプタと同じ設定のリソースアダプタをインポート，およびデプロイしてください。

（2） システムの設定手順
Microsoft Cluster Service と連携する場合には，運用管理ポータルやクラスタアドミニ
ストレータの設定などが必要になります。N:1 リカバリシステムの設定手順を次の図に
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示します。
図 17-9

システムの設定手順（N:1 リカバリシステムの場合）

図中の 1. 〜 7. について説明します。
1. 共有ディスクに N 台分のパーティションを作成して，ファイルシステムを構築しま
す。
Microsoft Cluster Service のクラスタ管理用ファイルの格納場所を作成します。また，
N:1 リカバリシステムではグローバルトランザクションを使用するため，トランザク
ション情報の格納場所を作成します。なお，クラスタ管理用ファイルの格納場所とト
ランザクション情報の格納場所は，同じパーティションでもかまいません。
2. システムに共有ディスクを割り当てます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，実行系と待機系で，同じドライブ文字を
割り当ててください。
3. 運用管理ポータルでクラスタサーバの環境を設定します。
運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」
，および「論理サーバの環境設
定」で，Microsoft Cluster Service を使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. 汎用スクリプトファイルを作成します。
アプリケーションサーバを監視，起動，停止するための汎用スクリプトファイルを作
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成します。
6. クラスタアドミニストレータでクラスタサーバの環境を設定します。
クラスタアドミニストレータを使用して，系で稼働させるサーバの環境を設定しま
す。
7. 運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータなどで，アプリケーションサーバの
設定をします。
運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータなどを使用して，Cosminexus をク
ラスタ構成に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

17.5.2

クラスタサーバの環境設定

Microsoft Cluster Service と連携する場合の，運用管理ポータルでの設定の留意点につ
いては，「17.2.2

クラスタサーバの環境設定」を参照してください。

なお，N:1 リカバリ構成の場合，ホスト名には，クラスタ IP アドレスではなく，仮想ホ
ストの IP アドレスを設定してください。

17.5.3

設定ファイルの編集

運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。ここでは，Microsoft
Cluster Service と連携する場合に注意が必要なファイルの設定について説明します。

（1） 設定が必要なファイル
設定が必要なファイルは実行系と待機系で異なります。
実行系の場合
実行系の場合に注意が必要な設定を次に示します。
• 運用管理エージェントの設定
• Hitachi Web Server の設定
• ワーカの設定
• スマートエージェントの設定
これらのファイルの設定については，
「17.2.3 設定ファイルの編集」を参照してく
ださい。なお，N:1 リカバリ構成の場合には，クラスタ IP アドレスではなく，仮想
ホストの IP アドレスを設定してください。
待機系（リカバリ専用）の場合
待機系（リカバリ専用）の場合に注意が必要な設定を次に示します。
• J2EE サーバのプロパティの設定
この設定について，次に説明します。
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（2） 待機系での J2EE サーバのプロパティの設定
待機系の J2EE サーバで usrconf.properties にプロパティを設定するときに注意が必要
なキーを次に示します。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled
ライトトランザクションを無効にするため「false」を設定してください。

17.5.4

実行系の汎用スクリプトファイルの作成

実行系のアプリケーションサーバを起動，停止するためのスクリプトファイルを
VBScript で記述します。実行系の各ノードで同一のスクリプトファイルを使用し，同一
のパスに配置してください。

（1） 実行系の汎用スクリプトファイルの例
N:1 リカバリシステムの実行系で使用する汎用スクリプトファイルの例を次に示します。
なお，汎用スクリプトファイルに定義する関数と変数については，
「(2) 実行系の汎用ス
クリプトファイルの関数」
，および「(3) 実行系の汎用スクリプトファイルの変数」を参
照してください。また，仮想サーバごとに設定するプライベートプロパティについては，
「(4) プライベートプロパティの設定」を参照してください。

Dim WshShell, fso, AccessInfoFile, oExec, oRun, oCosmiHome, oAdmin, oMngsvut,
oCjsleep
Dim oMngHost, oUser, oPass
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome
oAdminac =
oMngsvut =
oCjsleep =

= WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥adminagentctl"""
"""" & oCosmiHome & "¥manager¥bin¥mngsvrutil"""
"""" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""

oMngHost = "172.16.12.39" '--- Management Server
oUser = "admin" ' --- Management Server's userid
oPass = "admin" ' --- Management Server's password
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'==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
' --- J2EE Server Name --If Resource.PropertyExists("ServerName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property ServerName is
End If
' --- Inprocess OTS Status Path --If Resource.PropertyExists("StatusPath") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property StatusPath is
End If
' --- Cluster IP Address --If Resource.PropertyExists("IPAddress") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property IPAddress is
End If
' --- Cluster Host Name --If Resource.PropertyExists("HostName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property HostName is
End If
Open = True
End Function

not set. ###"

not set. ###"

not set. ###"

not set. ###"

'==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
'--- private properties --If Resource.PropertyExists("ServerName") = False Or _
Resource.PropertyExists("StatusPath") = False Or _
Resource.PropertyExists("IPAddress") = False Or _
Resource.PropertyExists("HostName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property is not set. ###"
Online = False
Exit Function
End If
'--- adminagentctl --Set oExec = WshShell.Exec(oAdminac & " start")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent cannot start. ### rtn="
& oResult
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Online = False
Exit Function
End If
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'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m "& oMngHost &":28080 -u " & oUser & " -p " & oPass & _
" -t " & Resource.IPAddress & " -k host -s start server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Servers start failed. ### rtn=" &
oResult
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Online = False
Exit Function
End If
Online = True
End Function
'==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
'--- tasklist --Set oExec = WshShell.Exec("tasklist /NH /FI ""IMAGENAME eq adminagent.exe""")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If InStr(1, oExec.StdOut.ReadAll, "adminagent.exe", 1) <> 0 Then
LooksAlive = True
Else
LooksAlive = False
End If
End Function
'==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -u " & oUser & " -p " & oPass & _
" -t " & Resource.IPAddress & " -k host check adminAgent"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent command failed. ###
rtn=" & oExec.ExitCode
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
IsAlive = False
Else
IsAlive = True
End If
End Function
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'==== Offline ====
Function Offline( )
Resource.LogInformation "======== Entering Offline. ========"
'--- mngsvrutil --oRun = oMngsvut & " -m " & oMngHost & ":28080 -u " & oUser & " -p " & oPass & _
" -t " & Resource.IPAddress & " -k host -s stop server"
Set oExec = WshShell.Exec(oRun)
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Logical Server stopping failed. ### rtn="
& oResult
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Offline = False
Exit Function
End If
'--- adminagentctl --Set oExec = WshShell.Exec(oAdminac & " stop")
Do While oExec.Status = 0
WshShell.Run oCjsleep & " 1", 0, True
Loop
If oExec.ExitCode <> 0 Then
Resource.LogInformation "### Administration Agent stopping failed. ###
rtn=" & oResult
Resource.LogInformation oExec.StdErr.ReadAll
Offline = False
Exit Function
End If
Offline = True
End Function
'==== Close ====
Function Close( )
Resource.LogInformation "======== Entering Close. ========"
Close = True
End Function
'==== Terminate ====
Function Terminate( )
Resource.LogInformation "======== Entering Terminate. ========"
Terminate = True
End Function

（2） 実行系の汎用スクリプトファイルの関数
汎用スクリプトファイルには，関数を定義する必要があります。各関数の戻り値は，正
常終了時には「True」を，異常終了時には「False」を返します。実行系の汎用スクリプ
トファイルに定義する関数を次の表に示します。
表 17-9
関数名

実行系の汎用スクリプトファイルの関数（N:1 リカバリシステムの場合）
内容

Open

この汎用スクリプトファイルが開かれるときに実行される関数です。プライベートプロ
パティが設定されているかどうかを判定します。

Online

汎用スクリプトリソースのオンライン時に実行される関数です。この関数で運用管理
エージェントと論理サーバを起動します。

LooksAlive

リソースの稼働状況を簡単に把握するための関数です。この関数では，tasklist コマン
ドで運用管理エージェントのプロセスの有無を確認します。
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関数名

内容

IsAlive

リソースの稼働状況を厳密に把握するための関数です。この関数では，運用管理エー
ジェントの check コマンドで運用管理エージェントが正常に動作しているかを確認し
ます。

Offline

汎用スクリプトリソースのオフライン時に実行される関数です。この関数で運用管理
エージェントと論理サーバを停止します。

Close

この汎用スクリプトファイルが閉じるときに実行される関数です。

Terminate

汎用スクリプトリソースの強制終了時に実行される関数です。

（3） 実行系の汎用スクリプトファイルの変数
実行系の汎用スクリプトファイルでは，必要に応じて次の表に示す変数の値を変更して
ください。
表 17-10 実行系の汎用スクリプトファイルの変数（N:1 リカバリシステムの場合）
変数名

内容

oMngHost

Management Server が稼働しているホスト

oUser

Management Server にログインするためのログイン ID

oPass

Management Server にログインするためのパスワード

（4） プライベートプロパティの設定
N:1 リカバリシステムの汎用スクリプトファイルでは，一つのスクリプトファイルを複
数の仮想サーバから参照します。このため，汎用スクリプトファイルがサーバごとの設
定を参照できるように，プライベートプロパティを使用します。
仮想サーバごとにプライベートプロパティを設定してください。汎用スクリプトファイ
ルに必要なプライベートプロパティを次の表に示します。
表 17-11 汎用スクリプトファイルに必要なプライベートプロパティ
プライベートプロパティ

内容（例）

ServerName

J2EE サーバ名
指定例：MyServer

StatusPath

インプロセス OTS のステータスパス
指定例：I:¥otsstatus

IPAddress

仮想サーバの IP アドレス
指定例：172.16.12.31

HostName

仮想サーバ名
指定例：Server1

プライベートプロパティは cluster コマンドで設定します。cluster コマンドについては，
Windows Server 2003 のマニュアルを参照してください。次に cluster コマンドを使用

647

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

したプライベートプロパティの設定例を示します。

cluster
cluster
cluster
cluster

res
res
res
res

Script1
Script1
Script1
Script1

/priv
/priv
/priv
/priv

ServerName=MyServer
StatusPath="I:¥otsstatus"
IPAddress=172.16.12.31
HostName=Server1

cluster
cluster
cluster
cluster

res
res
res
res

Script2
Script2
Script2
Script2

/priv
/priv
/priv
/priv

ServerName=MyServer
StatusPath="J:¥otsstatus"
IPAddress=172.16.12.32
HostName=Server2

cluster
cluster
cluster
cluster

res
res
res
res

Script3
Script3
Script3
Script3

/priv
/priv
/priv
/priv

ServerName=MyServer
StatusPath="K:¥otsstatus"
IPAddress=172.16.12.33
HostName=Server3

cluster
cluster
cluster
cluster

res
res
res
res

Script4
Script4
Script4
Script4

/priv
/priv
/priv
/priv

ServerName=MyServer2
StatusPath="L:¥otsstatus"
IPAddress=172.16.12.34
HostName=Server4

17.5.5

待機系の汎用スクリプトファイルの作成

待機系でリカバリ処理を実行するための汎用スクリプトファイルを VBScript で記述しま
す。

（1） 待機系の汎用スクリプトファイルの例
N:1 リカバリシステムの待機系で使用する汎用スクリプトファイルの例を次に示します。
なお，汎用スクリプトファイルに定義する関数と変数については，「(2)
クリプトファイルの関数」，および「(3)
照してください。
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Dim WshShell, fso, oExec, oRun, oCosmiHome, oRecover, oCjsleep
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
oCosmiHome = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%COSMINEXUS_HOME%")
oRecover = """" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjstartrecover"""
oCjsleep = """" & oCosmiHome & "¥CC¥server¥bin¥cjsleep"""
'==== Open ====
Function Open( )
Resource.LogInformation "======== Entering Open. ========"
' --- J2EE Server Name --If Resource.PropertyExists("ServerName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property ServerName is
End If
' --- Inprocess OTS Status Path --If Resource.PropertyExists("StatusPath") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property StatusPath is
End If
' --- Cluster IP Address --If Resource.PropertyExists("IPAddress") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property IPAddress is
End If
' --- Cluster Host Name --If Resource.PropertyExists("HostName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property HostName is
End If
Open = True
End Function

not set. ###"

not set. ###"

not set. ###"

not set. ###"

'==== Online ====
Function Online( )
Resource.LogInformation "======== Entering Online. ========"
RecoverSuccess = 0
'--- private properties --If Resource.PropertyExists("ServerName") = False Or _
Resource.PropertyExists("StatusPath") = False Or _
Resource.PropertyExists("IPAddress") = False Or _
Resource.PropertyExists("HostName") = False Then
Resource.LogInformation "### Private property is not set. ###"
Online = False
Exit Function
End If
' --- A parameters of recover command --Dir_Name = "C:¥MSCS¥RecoverExclusive"
Sleep_Time = 60
Retries = 30
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
oRun = oRecover &
&
&
Resource.StatusPath _
&

" " & Resource.ServerName _
" -p vbroker.se.iiop_tp.host=" & Resource.IPAddress _
" -p ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1=" &
" -t 600"
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On Error Resume Next
For i=0 To Retries
Err.Clear
fso.CreateFolder(Dir_Name)
If Err.Number = 0 Then
'--- cjstartrecover --Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]--- cjstartrecover
start... ---"
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]" & oRun
Set oResult = WshShell.Run(oRun, 0, True)
If oResult <> 0 Then
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & _
"]### cjstartrecover command is failed. ### rtn=" & oResult
End If
fso.DeleteFolder(Dir_Name)
RecoverSuccess = 1
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]--- The revover
command finished. ---"
Exit For
Else
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]CreateFolder()="
& Err.Number & " " & Err.Description
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]" & oCjsleep &
" " & Sleep_Time & " retry=" & i
WshShell.Run oCjsleep & " " & Sleep_Time, 0, True
End If
Next
On Error Goto 0
If RecoverSuccess = 0 Then
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]### Timeout occurred
before starting cjstartrecover. ###"
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]### Perform following
command manually. ###"
Resource.LogInformation "[" & Resource.HostName & "]" & oRun
Online = False
Exit Function
End If
WshShell.Run "cluster res " & Resource.Name & " /off", 0, False
Online = True
End Function
'==== LooksAlive ====
Function LooksAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering LooksAlive. ========"
LooksAlive = True
End Function
'==== IsAlive ====
Function IsAlive( )
Resource.LogInformation "======== Entering IsAlive. ========"
IsAlive = True
End Function
'==== Offline ====
Function Offline( )
Resource.LogInformation "======== Entering Offline. ========"
Offline = True
End Function
'==== Close ====
Function Close( )
Resource.LogInformation "======== Entering Close. ========"
Close = True
End Function
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'==== Terminate ====
Function Terminate( )
Resource.LogInformation "======== Entering Terminate. ========"
Terminate = True
End Function

（2） 待機系の汎用スクリプトファイルの関数
汎用スクリプトファイルには，関数を定義する必要があります。各関数の戻り値は，正
常終了時には「True」を，異常終了時には「False」を返します。待機系の汎用スクリプ
トファイルに定義する関数を次の表に示します。
表 17-12 待機系の汎用スクリプトファイルの関数（N:1 リカバリシステムの場合）
関数名

内容

Open

このスクリプトファイルが開かれるときに実行される関数です。プライベートプロパ
ティが設定されているかどうかを判定します。

Online

汎用スクリプトリソースのオンライン時に実行される関数です。CreateFolder メソッ
ドを利用して，リカバリ処理が排他的に実行されるようにします。Dir_Name フォルダ
が作成できた場合は Err.Number に 0 が設定され，リカバリ処理を実行します。リカ
バリ処理終了後，Dir_Name フォルダを削除して，リソースをオフラインにします。
フォルダが作成できなかった場合は，Err.Number に 0 以外が設定され，Sleep_Time
に設定した時間（秒）スリープし，再度フォルダの作成を試みます。リカバリ処理の実
行が成功するまで Retries に設定した回数分繰り返します。

LooksAlive

常に「True」を返します。

IsAlive

常に「True」を返します。

Offline

常に「True」を返します。

Close

常に「True」を返します。

Terminate

常に「True」を返します。

（3） 待機系の汎用スクリプトファイルの変数
待機系の汎用スクリプトファイルでは，必要に応じて次の表に示す変数の値を変更して
ください。
表 17-13 待機系の汎用スクリプトファイルの変数（N:1 リカバリシステムの場合）
変数名
Dir_Name

内容
排他制御用のフォルダのパス
指定例：C:¥recover¥exclusive
この例では，C:¥recover フォルダが存在している必要があります。exclusive フォルダ
は存在していてはいけません。

Sleep_Time

リカバリコマンドの排他制御時にスリープする時間（秒）

Retries

リカバリコマンドの排他制御時のリトライ回数
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17.5.6

クラスタアドミニストレータでのクラスタサーバの
環境設定

クラスタアドミニストレータを使用して，実行系，待機系アプリケーションサーバの系
で稼働させる実行サーバや待機サーバの環境を定義します。なお，クラスタアドミニス
トレータの設定の詳細については，OS のマニュアルを参照してください。
N:1 リカバリシステムの場合の設定内容を次に示します。

（1） リソースグループの設定
次の手順でリソースグループを設定します。
1. クラスタノードを設定します。
クラスタにノード（Node1，Node2，Node3，Node4，NodeR）を追加します。
2. リソースグループを作成します。
［ファイル］−［新規作成］−［グループ］を選択して，次のリソースグループを作
成します。
項目

設定値
Node1

Node2

Node3

Node4

名前

Group1

Group2

Group3

Group4

説明

グループ 1

グループ 2

グループ 3

グループ 4

優先所有者

Node1，NodeR

Node2，NodeR

Node3，NodeR

Node4，NodeR

（2） リソースの設定
次の手順でリソースを設定します。
1. 共有ディスクを設定します。
2. クラスタ IP アドレスを設定します。
3. クラスタ名を設定します。
4. 汎用スクリプトを設定します。
各作業について説明します。
（a） 共有ディスクの設定
トランザクション情報を共有ディスクに格納するための設定をします。Cosminexus で
設定する「インプロセストランザクションサービスのステータスファイル」の格納先を
この共有ディスクに設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択し
て，次の物理ディスクリソースを作成します。
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項目

設定値
Node1

Node2

Node3

Node4

名前

Disk1

Disk2

Disk3

Disk4

説明

共有ディスク 1

共有ディスク 2

共有ディスク 3

共有ディスク 4

リソースの種類

物理ディスク

物理ディスク

物理ディスク

物理ディスク

グループ

Group1

Group2

Group3

Group4

実行所有者

Node1，NodeR

Node2，NodeR

Node3，NodeR

Node4，NodeR

共有ディスク

I ドライブ（I:¥)

J ドライブ（J:¥)

K ドライブ
（K:¥)

L ドライブ（L:¥)

（b） クラスタ IP アドレスの設定
クラスタを管理するための IP アドレスを設定します。Management Server やクライア
ントから認識される IP アドレスを設定してください。N:1 リカバリ構成では，J2EE
サーバはクラスタ内ではなく，仮想サーバ内で動作するため，クラスタ IP アドレスでは
なく，仮想サーバの IP アドレスを設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソー
ス］を選択して，次の IP アドレスリソースを作成します。
項目

設定値
Node1

Node2

Node3

Node4

名前

IPAddress1

IPAddress2

IPAddress3

IPAddress4

説明

仮想サーバ 1 の
IP アドレス

仮想サーバ 2 の
IP アドレス

仮想サーバ 3 の
IP アドレス

仮想サーバ 4 の
IP アドレス

リソースの種類

IP アドレス

IP アドレス

IP アドレス

IP アドレス

グループ

Group1

Group2

Group3

Group4

実行所有者

Node1，NodeR

Node2，NodeR

Node3，NodeR

Node4，NodeR

依存関係

なし

なし

なし

なし

アドレス

172.16.12.31

172.16.12.32

172.16.12.33

172.16.12.34

サブネットマスク

255.255.0.0

255.255.0.0

255.255.0.0

255.255.0.0

ネットワーク

Public Cluster
Connection

Public Cluster
Connection

Public Cluster
Connection

Public Cluster
Connection

（c） クラスタ名の設定
クラスタを管理するためのクラスタ名を設定します。N:1 リカバリ構成では，J2EE サー
バはクラスタ内ではなく，仮想サーバ内で動作するため，仮想サーバのホスト名を設定
します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次のネットワーク名リ
ソースを作成します。
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項目

設定値
Node1

Node2

Node3

Node4

名前

Server1

Server2

Server3

Server4

説明

仮想サーバ名

仮想サーバ名

仮想サーバ名

仮想サーバ名

リソースの
種類

ネットワーク名

ネットワーク名

ネットワーク名

ネットワーク名

グループ

Group1

Group2

Group3

Group4

実行所有者

Node1，NodeR

Node2，NodeR

Node3，NodeR

Node4，NodeR

依存関係

IPAddress1

IPAddress2

IPAddress3

IPAddress4

ネットワー
ク名

COSMI

COSMI

COSMI

COSMI

（d） 汎用スクリプトの設定
Microsoft Cluster Service から Cosminexus を起動，停止する汎用スクリプトリソース
を設定します。［ファイル］−［新規作成］−［リソース］を選択して，次の汎用スクリ
プトリソースを作成してください。
項目

設定値
Node1

Node2

Node3

Node4

名前

ClusterA

ClusterA

ClusterA

ClusterA

説明

ClusterA 用汎用ス
クリプト

ClusterA 用汎用ス
クリプト

ClusterA 用汎用ス
クリプト

ClusterA 用汎用ス
クリプト

リソースの
種類

汎用スクリプト

汎用スクリプト

汎用スクリプト

汎用スクリプト

グループ

Group1

Group2

Group3

Group4

実行所有者

Node1，NodeR

Node2，NodeR

Node3，NodeR

Node4，NodeR

依存関係

Disk1，
IPAddress1，
Server1

Disk2，
IPAddress2，
Server2

Disk3，
IPAddress3，
Server3

Disk4，
IPAddress4，
Server4

スクリプト
のファイル
パス

C:¥MSCS¥Script.
vbs

C:¥MSCS¥Script.
vbs

C:¥MSCS¥Script.
vbs

C:¥MSCS¥Script.
vbs

17.5.7

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の設定では，運用管理ポータル，クラスタアドミニストレータ
などを使用して Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，論理サーバをセット
アップして設定情報を配布し，J2EE サーバに J2EE アプリケーションとリソースアダ
プタをインポートします。アプリケーションサーバの設定手順を次に示します。
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1. 各実行系ノードで，各リソースグループをオンラインにします。
Node1 の Group1，Node2 の Group2，Node3 の Group3，および Node4 の Group4
をオンラインにします。
2. 運用管理ポータルで，各実行系の J2EE サーバをセットアップします。
「運用管理ドメインの構成定義」の［セットアップ］画面で，J2EE サーバをセット
アップします。運用管理ポータルでの操作手順および画面の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。
3. 運用管理ポータルで，J2EE サーバに設定した情報を実行系ノードに配布します。
「論理サーバの環境設定」の［設定情報の配布］画面で，J2EE サーバに設定した情報
を各実行系に配布します。
4. サーバ管理コマンドを使用して，各実行系のアプリケーションサーバの J2EE サーバ
に J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートします。また，インポー
トした J2EE アプリケーションとリソースアダプタを設定および開始します。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」
を参照してください。リソースアダプタの設定については，
「9.3 リソースアダプタ
の設定」を参照してください。また，サーバ管理コマンドでの操作については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
なお，J2EE サーバおよびその前提プロセスを起動してからサーバ管理コマンドを実
行してください。また，サーバ管理コマンドでの操作が終わったら，サーバ管理コマ
ンドを停止してください。
5. クラスタアドミニストレータで，各リソースグループに対して「グループの移動」を
実行して系を切り替え，リソースの所有者を待機系ノード（NodeR）に変更します。
6. サーバ管理コマンドを使用して，待機系のアプリケーションサーバにリソースアダプ
タをインポートします。
待機系の J2EE サーバには，実行系の各 J2EE サーバで使用しているリソースアダプ
タと同じ設定のリソースアダプタをインポートしてください。
ただし，待機系の J2EE サーバに定義するリソースアダプタでは，コネクションプー
リング機能を使用する必要はありません。サーバ管理コマンドで設定するコネクショ
ンの最小値と最大値には 0 を指定してください。
7. クラスタアドミニストレータで，各リソースグループに対して「グループの移動」を
実行して系を切り替え，リソースの所有者を各実行系ノードに戻します。
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17.6 アプリケーションサーバを対象にした
1:1 系切り替えシステムの設定（UNIX の
場合）
1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，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
バを 1:1 に配置するシステムと，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サーバを
1:1 に配置するシステムを構築・運用できます。このシステムは，運用管理ポータルを使
用して構築します。運用管理ポータルについては，マニュアル「Cosminexus 運用管理
操作ガイド」を参照してください。この節では，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を 1:1 に配置して系を切り替えるシステムの設定につい
て説明します。
アプリケーションサーバの実行系と待機系を 1:1 に配置して系を切り替えるシステムで
は，実行系のアプリケーションサーバでマシンの障害や運用管理エージェントの終了な
どの障害が発生すると，HA モニタがこれを検知して，自動的に待機している系に切り替
えて業務を続行します。また，障害が発生しなくても実行中のシステムに予防保守など
が必要な場合には，オペレータの操作によって待機している系に計画的に切り替えるこ
とができます。
なお，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの運用は，AIX，HP-UX また
は Linux の場合だけ使用できます。
機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェア
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。システム構成については，
マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」のアプリケーションサーバの実行系と
待機系を 1:1 にする構成に関する説明を参照してください。また，HA モニタについて
は，マニュアル「高信頼化システム監視機能

17.6.1

HA モニタ」を参照してください。

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替
えシステムの設定手順

ここでは，システムの構築例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，
以降の項では，このシステムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-10 アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの構成例
（UNIX の場合）

この例では，アプリケーションサーバの実行系（現用系）とアプリケーションサーバの
待機系（予備系）を 1:1 で配置しています。また，Management Server は，運用管理
サーバとして，アプリケーションサーバとは別のマシンに配置しています。
アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムでは，まずクラスタを構築して，ア
プリケーションサーバをクラスタ内に現用系と予備系として定義します。また，HA モニ
タで使用するコマンドや出力するメッセージのための，サーバの識別名（サーバの別名）
を指定します。現用系と予備系とで同じ名称（例では CosminexusAP）を指定します。
なお，Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設け
て，稼働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラス
タ内のノードを意識しないようにします。1:1 系切り替えシステムの場合，エイリアス
IP アドレスは，HA モニタによって動的に割り当てられるアドレスとなります。
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（2） システムの設定手順
HA モニタと連携する場合には，運用管理ポータルや HA モニタのファイルの設定など
が必要になります。アプリケーションサーバの 1:1 系切り替えシステムの設定手順を次
の図に示します。
図 17-11

アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順

（UNIX の場合）

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. グローバルトランザクションを使用する場合は，共有ディスクにパーティションを作
成して，ファイルシステムを構築します。
グローバルトランザクションを使用するためには，トランザクション情報の格納場所
を作成します。
2. グローバルトランザクションを使用する場合は，システムに共有ディスクを割り当て
ます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系と予備系で，同じマウント先ディ
レクトリにしてください。
3. 運用管理ポータルでクラスタサーバの環境を設定します。
運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」，および「論理サーバの環境設
定」で，HA モニタを使用する場合の設定をします。
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4. 設定ファイルを編集します。
運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. HA モニタの環境を設定します。
HA モニタの sysdef ファイルで，HA モニタの環境を定義します。
6. シェルスクリプトファイルを作成します。
運用管理エージェントを監視，運用管理エージェントと論理サーバを起動および停止
するためのシェルスクリプトファイルを作成します。
7. サーバ対応の環境を設定します。
HA モニタの servers ファイルで，系で稼働させる現用系サーバや予備系サーバの環
境を定義します。
8. LAN の状態を設定します。
HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定
して HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
9. 運用管理ポータルと HA モニタのコマンドで，アプリケーションサーバの設定をしま
す。
運用管理ポータル，HA モニタのコマンドを使用して，Cosminexus をクラスタ構成
に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

！

注意事項
HA モニタと連携する場合のシステム設定時の注意について，次に示します。
• HA モニタ連携のアプリケーションサーバに接続するクライアントの設定
HA モニタ連携のアプリケーションサーバに接続するクライアントでは，EJB のルック
アップなどで，HA モニタと連携しているアプリケーションサーバを呼び出す場合，エイ
リアス IP アドレスでアプリケーションサーバを指定してください。

17.6.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，HA モニタと連携する場合の，運用管理ポータルでの設定の留意点について説
明します。
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参考
運用管理ポータルでシステムの動作環境を設定するには，あらかじめ，Management
Server の起動などが必要です。また，Management Server を初めて使用するホストでは，
Management Server をセットアップする必要があります。運用管理ポータルでの動作環境
の設定や，操作手順および画面の詳細については，マニュアル「Cosminexus

運用管理操

作ガイド」を参照してください。

（1）「運用管理ドメインの構成定義」での設定
論理サーバを設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義します。このとき，［ホス
トの定義］画面で，「ホスト名」にエイリアス IP アドレスを設定します。

（2）「論理サーバの環境設定」での設定
論理 J2EE サーバ，論理 Web サーバ，論理 SFO サーバ，および論理ネーミングサービ
スの設定での留意点を次に示します。
（a） 論理 J2EE サーバの設定
● ホストの固定の設定
次の個所では，
「ホストの固定」に「する」を設定してください。
• ［J2EE コンテナの設定］画面にある「運用監視エージェントの設定」の「ホストの
固定」
• ［EJB コンテナの設定］画面にある「ホストの固定」
• ［Web コンテナの設定］画面にある「Web サーバとの接続」または「管理用サーバ
の設定」の「ホストの固定」
ホストを固定すると，運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」で定義し
たホスト名が使用されます。
● グローバルトランザクションの設定
グローバルトランザクションを使用する場合は，次の設定をしてください。
• ［トランザクションの設定］画面にある「ライトトランザクション機能」を「無効」
にします。
• ［トランザクションの設定］画面にある「インプロセス OTS のステータスファイル
格納先」に，共有ディスク装置のディレクトリを設定します。
設定例
/hamon
（b） 論理 Web サーバの設定
［Web サーバの設定］画面で，「ホストの固定」に「する」を設定してください。
（c） 論理 SFO サーバの設定
HA モニタを使用して J2EE サーバがクラスタ構成となるシステムで，セッションフェ
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イルオーバ機能を使用する場合は，論理 SFO サーバで次の設定が必要です。
● サーバ ID の重複の設定
［システムプロパティの設定］画面にある「システムプロパティの定義」で，次のよう
に設定します。
設定例
webserver.sfo.negotiation.ignore_serverId=true
このように設定することで，HTTP セッションのセッション ID に設定されるサーバ
ID が，ほかの J2EE サーバのサーバ ID と重複していても，エラーにならないように
なります。

！

注意事項
webserver.sfo.negotiation.ignore_serverId キーに「true」を指定するのは，HA モニタを使
用したクラスタ環境でセッションフェイルオーバ機能を使用する場合だけにしてください。
HA モニタを使用しない環境で「true」を指定すると，システム内のセッション ID が重複
する場合があります。HA モニタを使用しない環境では，デフォルト値の「false」を指定し
てください。

（d） 論理ネーミングサービスの設定
［ネーミングサービスの設定］画面で，「ホストの固定」に「する」を設定してください。
このとき，J2EE サーバが使用するネーミングサービス（アウトプロセスでの起動）を設
定する場合は，「運用管理エージェントのホストで固定」のチェックボックスをチェック
しないでください。このように設定することで，
「運用管理ドメインの構成定義」の
［ネーミングサービスの追加］画面で指定したホスト名が使用されます。

17.6.3

設定ファイルの編集

運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。ここでは，HA モニタと連
携する場合に注意が必要なファイルの設定について説明します。

（1） 運用管理エージェントの設定
adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）に設定する項目の
うち，HA モニタと連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，
adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでエイリアス IP アドレスを指定します。管理用
のリクエストは，エイリアス IP アドレスだけで受け付けます。例では，次のように設
定します。
adminagent.adapter.bind_host=172.16.12.30
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● adminagent.cluster.localaddress.check キー
アプリケーションサーバの系切り替え時に，障害などの原因で停止しなかった待機系
の論理サーバ，または運用管理エージェントを停止するための設定をします。
adminagent.cluster.localaddress.check=true

（2） Hitachi Web Server の設定（Web サーバと連携する場合）
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に設定する項目のうち，HA モニタと
連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，httpsd.conf ファイルの各
ディレクティブについては，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。
● Listen ディレクティブ，BindAddress ディレクティブなど
Listen ディレクティブ，BindAddress ディレクティブなどには，エイリアス IP アド
レスを指定します。クライアントへのサービス提供は，エイリアス IP アドレスだけで
実施します。
● ServerName ディレクティブ
ServerName ディレクティブには，エイリアス IP アドレス，またはエイリアス IP ア
ドレスに名前を解決できるホスト名を指定します。

（3） ワーカの設定（Web サーバと連携する場合）
workers.properties（ワーカ定義ファイル）に設定する項目のうち，HA モニタと連携す
る場合に留意する設定項目について説明します。workers.properties については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

workers.properties では，ネットワーク設定に合わせて，次のキーを設定してください。
worker.<ワーカ名>.host=クラスタIPアドレス

（4） スマートエージェントの設定（CTM を利用する場合）
Management Server との連携で CTM を利用する場合には，次のファイルを編集する必
要があります。
● localaddr
localaddr を作成します。localaddr では，ステーショナリ IP アドレスとエイリアス
IP アドレスを設定し，スマートエージェントがステーショナリ IP アドレスとエイリ
アス IP アドレスを通信に使用できるようにします。localaddr の設定については，
「付録 J クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（UNIX の場
合）
」を参照してください。

（5） Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
現用系と予備系の root のホームディレクトリに，Management Server の運用管理コマ
ンド（mngsvrutil）のクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）を用意し，
Management Server の管理ユーザのユーザ ID とパスワードを設定してください。また，
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クライアント側定義ファイルには適切なアクセス権限を設定してください。
このファイルは，運用管理エージェントのプロセスを監視するスクリプト，運用管理
エージェントと論理サーバを起動および停止するスクリプトで，mngsvrutil コマンドを
実行する際に使用します。
なお，mngsvrutil コマンドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

17.6.4

定義編」を参照してください。

HA モニタの環境設定

使用しているシステムに従って，sysdef という定義ファイルに HA モニタの環境を定義
してください。
HA モニタの環境設定については，マニュアル「高信頼化システム監視機能 HA モニ
タ」を参照してください。

17.6.5

シェルスクリプトファイルの作成

運用管理エージェントのプロセスを監視し，運用管理エージェントと論理サーバを起動
および停止するために，次のシェルスクリプトファイルを作成します。
• 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイル
• 運用管理エージェントと論理サーバを起動するシェルスクリプトファイル
• 運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイル
現用系のアプリケーションサーバと予備系のアプリケーションサーバで同一のシェルス
クリプトファイルを使用し，同一のパスに配置してください。

（1） 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファ
イル
運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルの例
（manager_adminagent_monitor.sh）を次に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
AA=/opt/Cosminexus/manager/bin/adminagent
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
logg "### $0: started. ###"
while true
do
CHECK=`ps -ef | grep $AA | grep -v grep`
if [ "$CHECK" = "" ]
then
logg "### $0: stop. ###"
exit 0
fi
sleep 10
done

（2） 運用管理エージェントと論理サーバを起動するシェルスクリプト
ファイル
運用管理エージェントと論理サーバを起動するシェルスクリプトファイルの例
（manager_adminagent_start.sh）を次に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
SCRIPTDIR=/home/manager/hamon/bin
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# make adminagent.access.info
logg "### $0: make adminagent.access.info ###"
echo 172.16.12.30:28080,hostA:20295 > $MNGDIR/tmp/adminagent.access.info
# start Administration Agent
logg "### $0: starting Administration Agent. ###"
$MNGDIR/bin/adminagentctl start
if [ $? -eq 0 ] ; then
logg "### $0: Administration Agent start normally. ###"
else
logg "### $0: Administration Agent cannot start. ###"
exit 1
fi
sleep 10
# start logical server
logg "### $0: starting
$MNGDIR/bin/mngsvrutil
$MNGDIR/bin/mngsvrutil
$MNGDIR/bin/mngsvrutil

logical servers.
-m mnghost:28080
-m mnghost:28080
-m mnghost:28080

###"
-t lserver1 -s start server
-t lserver2 -s start server
-t lserver3 -s start server

exit 0

このシェルスクリプトファイルでは，アクセス情報ファイル（/opt/Cosminexus/
manager/tmp/adminagent.access.info）※の作成，運用管理エージェントの起動，論理
サーバの起動をします。
注※
アクセス情報ファイルは，運用管理エージェントの起動後に削除され，
Management Server からアクセスがあった場合に再度作成されます。
ここでは，Management Server からアクセスがあった場合に再度作成される内容と
同じになるように設定してください。このファイルによって，系障害発生時に切り
替わった場合に各論理サーバが再起動されます。
シェルスクリプトファイルでの設定内容のポイントを次に示します。
アクセス情報ファイルの作成
例のシェルスクリプトファイルで該当する記述
echo 172.16.12.30:28080,hostA:20295
> $MNGDIR/tmp/adminagent.access.info
フォーマット
<Mng_ip>:<Mng_port>,<AA_host>:<AA_port>
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設定する内容について次に示します。
• Mng_ip
Management Server のあるホストの IP アドレスを指定します。
• Mng_port
Management Server 接続 HTTP ポート番号を指定します。
• AA_host
運用管理エージェントのホスト名を指定します。Management Server の運用
管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」のホストに指定した値を指
定してください。
• AA_port
運用管理エージェントのポート番号を指定します。Management Server の運
用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」の運用管理エージェント
のポート番号に指定した値を指定してください。
論理サーバの起動
論理サーバを起動するように設定します。
論理サーバの起動には mngsvrutil コマンドを使用します。mngsvrutil 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。

（3） 運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプト
ファイル
運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイルの例
（manager_adminagent_stop.sh）を次に示します。

#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# stop logical server
logg "### $0: stop logical servers. ###"
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m mnghost:28080 -t lserver3 -s stop server
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m mnghost:28080 -t lserver2 -s stop server
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m mnghost:28080 -t lserver1 -s stop server
# stop Administration Agent
logg "### $0: stopping Administration Agent. ###"
$MNGDIR/bin/adminagentctl stop

17.6.6

サーバ対応の環境設定

HA モニタでのサーバ対応の環境設定では，系で稼働させる実行サーバや待機サーバの環
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境を定義します。
servers という定義ファイルに，アプリケーションサーバの 1:1 系切り替え用のサーバ対
応の環境を定義してください。サーバ対応の環境設定での設定内容を次の表に示します。
表 17-14 サーバ対応の環境設定での設定内容（アプリケーションサーバの 1:1 系切り替
えの場合）
オペランド

設定内容

name

運用管理エージェントと論理サーバを起動するシェルスクリプトファイルを指定しま
す。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_start.sh

alias

サーバの識別名を指定します。現用系と予備系で同じ名称を指定します。
指定例：CosminexusAP

acttype

サーバの起動方法を指定します。ここでは，HA モニタのコマンドでサーバを起動す
るため，「monitor」を指定します。

termcommand

運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイルを指定しま
す。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_stop.sh

initial

サーバ起動時の状態を指定します。
• 現用系の場合
「online」を指定します。
• 予備系の場合
「standby」を指定します。

disk

共有ディスク装置のキャラクタ型スペシャルファイル名を指定します。
指定例：/dev/vg00

lan_updown

LAN の状態設定ファイルを使用するかどうかを指定します。ここでは，LAN の状態
設定ファイルを使用するため，「use」を指定します。

fs_name

切り替えるファイルシステムに対応する論理ボリュームの絶対パス名を指定します。
なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ必要です。
指定例：/dev/rdisk0

fs_mount_dir

切り替えるファイルシステムのマウント先ディレクトリの絶対パス名を指定します。
なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ必要です。
指定例：/hamon

patrolcommand

運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルを指定しま
す。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh

servexec_retry

障害を検出した場合の再起動の回数を指定します。ここでは，障害を検出した場合に
再起動をしないで系を切り替えるため，
「0」を指定します。

waitserv_exec

運用管理エージェントと論理サーバの起動完了処理を実行するときに起動コマンドの
実行完了を待つかどうかを指定します。ここでは，実行完了を待つため，
「yes」を指
定します。

サーバ対応の環境設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能 HA
モニタ」を参照してください。
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17.6.7

LAN の状態設定

HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定して
HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
次のファイルにエイリアス IP アドレスを設定してください。
• < サーバ識別名 >.up ファイル
LAN を接続する場合に使用します。LAN アダプタに追加するエイリアス IP アドレス
を指定します。
• < サーバ識別名 >.down ファイル
LAN を切り離す場合に使用します。LAN アダプタから削除するエイリアス IP アドレ
スを指定します。
< サーバ識別名 > には，サーバ対応の環境設定（servers ファイル）の alias の値を指定
してください。
LAN の状態設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。

17.6.8

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の設定では，運用管理ポータル，HA モニタのコマンドを使用し
て Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，論理サーバをセットアップして設
定情報を配布し，J2EE サーバに J2EE アプリケーションとリソースアダプタをイン
ポートします。アプリケーションサーバの設定手順を次に示します。
1. 運用管理サーバを起動します。
運用管理サーバの起動方法については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガ
イド」を参照してください。
2. Node1 および Node2 で HA モニタの monbegin コマンドを実行して，現用系のアプ
リケーションサーバを実行系として起動し，予備系のアプリケーションサーバを待機
状態にします。
• Node1 でのコマンドの実行例
「# monbegin CosminexusAP」を実行して，Node1 の現用系を起動します。
• Node2 でのコマンドの実行例
「# monbegin CosminexusAP」を実行して，Node2 の予備系を待機状態にします。
3. 運用管理ポータルで，Node1 の現用系の J2EE サーバをセットアップします。
「運用管理ドメインの構成定義」の［セットアップ］画面で，J2EE サーバをセット
アップします。運用管理ポータルでの操作手順および画面の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。
4. 運用管理ポータルで，J2EE サーバに設定した情報を Node1 の現用系に配布します。
「論理サーバの環境設定」の［設定情報の配布］画面で，J2EE サーバに設定した情報
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を Node1 の現用系に配布します。
5. サーバ管理コマンドを使用して，Node1 の現用系の J2EE サーバに J2EE アプリケー
ションとリソースアダプタをインポートします。また，インポートした J2EE アプリ
ケーションとリソースアダプタを設定および開始します。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」
を参照してください。リソースアダプタの設定については，
「9.3 リソースアダプタ
の設定」を参照してください。また，サーバ管理コマンドでの操作については，マ
ニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
なお，J2EE サーバおよびその前提プロセスを起動してからサーバ管理コマンドを実
行してください。また，サーバ管理コマンドでの操作が終わったら，サーバ管理コマ
ンドを停止させてください。
6. Node1 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えます。
• Node1 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP」で系
を切り替えます。Node2 の予備系が起動され，Node1 の現用系が待機状態になりま
す。
7. Node2 の予備系で，手順 3. 〜手順 5. を実施します。
予備系には，現用系とまったく同じ設定をするため，設定手順や内容については，現
用系と同じです。
8. Node2 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えて通常の運用状
態に戻します。
• Node2 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP」で系
を切り替えます。Node1 の現用系が起動され，Node2 の予備系が待機状態になりま
す。
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17.7 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り
替えシステムの設定（UNIX の場合）
1:1 系切り替えシステムとは，実行系と待機系が 1:1 で対応しているシステムです。
Cosminexus では，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
バを 1:1 に配置するシステムと，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サーバを
1:1 で配置するシステムを構築・運用できます。このシステムは，Smart Composer 機能
を使用して構築します。この節では，実行系の運用管理サーバと待機系の運用管理サー
バを 1:1 に配置して系を切り替えるシステムの設定について説明します。
運用管理サーバを 1:1 に配置して系を切り替えるシステムでは，実行系の運用管理サー
バでマシンの障害や Management Server のプロセスの終了が発生すると，HA モニタが
これを検知して，自動的に待機している系に切り替えて業務を続行します。また，障害
が発生しなくても実行中のシステムに予防保守などが必要な場合には，オペレータの操
作によって待機している系に計画的に切り替えることができます。
なお，運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの運用は，AIX，HP-UX または Linux
の場合だけ使用できます。
機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェア
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。システム構成については，
マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」の運用管理サーバの実行系と待機系を
1:1 にする構成に関する説明を参照してください。また，HA モニタについては，マニュ
アル「高信頼化システム監視機能

17.7.1

HA モニタ」を参照してください。

運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステ
ムの設定手順

ここでは，システムの構築例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の
項では，このシステムの構成例を使用したシステムの設定例を示します。
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図 17-12 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの構成例（UNIX の場合）

この例では，運用管理サーバとアプリケーションサーバは，別のマシンに配置していま
す。運用管理サーバの実行系（現用系）と運用管理サーバの待機系（予備系）を 1:1 で
配置しています。
運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムでは，まずクラスタを構築して，運用管理
サーバをクラスタ内に現用系と予備系として定義します。また，HA モニタで使用するコ
マンドや出力するメッセージのための，サーバの識別名（サーバの別名）を指定します。
現用系と予備系とで同じ名称（例では CosminexusMS）を指定します。
なお，Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設け
て，稼働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラス
タ内のノードを意識しないようにします。1:1 系切り替えシステムの場合，エイリアス
IP アドレスは，HA モニタによって動的に割り当てられるアドレスとなります。
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（2） システムの設定手順
HA モニタと連携する場合には，Management Server や HA モニタのファイルの設定な
どが必要になります。運用管理サーバの 1:1 系切り替えシステムの設定手順を次の図に
示します。なお，ここで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
して構築している場合の，運用管理サーバの設定について説明しています。運用管理
サーバと別のマシンに構築しているアプリケーションサーバの設定については，マニュ
アル「Cosminexus 簡易構築・運用ガイド」を参照してください。
図 17-13 運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替えシステムの設定手順（UNIX の場
合）

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. グローバルトランザクションを使用する場合は，共有ディスクにパーティションを作
成して，ファイルシステムを構築します。
グローバルトランザクションを使用するためには，トランザクション情報の格納場所
を作成します。
2. グローバルトランザクションを使用する場合は，システムに共有ディスクを割り当て
ます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系と予備系で，同じマウント先ディ
レクトリにしてください。
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3. Management Server でクラスタサーバの環境を設定します。
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，HA モニ
タを使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
簡易構築定義ファイルでは設定できない，Management Server などの各種定義ファ
イルを設定します。
5. 現用系から予備系に Management Server の設定情報をコピーします。
現用系と予備系を同じ環境にするために，現用系での Management Server に関する
設定内容を予備系にコピーします。
6. HA モニタの環境を設定します。
HA モニタの sysdef ファイルで，HA モニタの環境を定義します。
7. シェルスクリプトファイルを作成します。
Management Server を監視，運用管理サーバを起動および停止するためのシェルス
クリプトファイルを作成します。
8. サーバ対応の環境を設定します。
HA モニタの servers ファイルで，系で稼働させる現用系サーバや予備系サーバの環
境を定義します。
9. LAN の状態を設定します。
HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定
して HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。

17.7.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，HA モニタと連携する場合の，Management Server での設定時の留意点につ
いて説明します。

参考
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアップす
る必要があります。Management Server のセットアップについては，
「3.4.1
Management Server のセットアップ」を参照してください。

！

注意事項
運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，運用管理ポータルを使用して運用管
理サーバ上の論理サーバを設定する必要があります。なお，システム構成例では，運用管理
サーバ上に論理サーバを定義していないため，設定不要です。Management Server を初め
て使用するホストの場合には，Management Server をセットアップしてください。
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（1） 簡易構築定義ファイルでの設定
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，論理サーバ
を設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義します。また，必要に応じて，各論
理サーバの <configuration> タグ内に，論理サーバの環境や起動／停止の動作などを設
定します。設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Smart Composer 機能のコマンド
を使用して，Web システムをセットアップします。
セットアップした Web システムを Smart Composer 機能のコマンドで起動したあと，必
要に応じて，サーバ管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーション，リソースアダプ
タをインポートして，開始します。

17.7.3

設定ファイルの編集

設定ファイルを編集します。ここでは，HA モニタと連携する場合に注意が必要な設定
ファイルについて説明します。なお，現用系と予備系で必要となる設定が異なります。
1. 運用管理エージェントの設定
2. Management Server の設定
3. Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
現用系では，2. と 3. を設定してください。1. は運用管理サーバ上に論理サーバを定義し
ている場合だけ設定してください。
予備系では，3. だけ設定してください。1. と 2. については，現用系から Management
Server の設定情報をコピーすることで設定できるため，ここでは設定不要です。

！

注意事項
運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，運用管理サーバ上の運用管理エー
ジェントを設定する必要があります。なお，システム構成例では，運用管理サーバ上に論理
サーバを定義していないため，設定不要です。

（1） 運用管理エージェントの設定
運用管理エージェントプロパティファイル（adminagent.properties）に設定する項目の
うち，HA モニタと連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，
adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでエイリアス IP アドレスを指定します。管理用
のリクエストは，エイリアス IP アドレスだけで受け付けます。
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（2） Management Server の設定
Management Server 環境設定ファイル（mserver.properties）に設定する項目のうち，
HA モニタと連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，
mserver.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を

参照してください。
● mngsvr.myhost.name
mngsvr.myhost.name キーでエイリアス IP アドレスを指定します。例では，次のよ
うに設定します。
mngsvr.myhost.name=192.168.255.111
● webserver.connector.http.permitted.hosts
webserver.connector.http.permitted.hosts キーでエイリアス IP アドレスを指定しま
す。例では，次のように設定します。
webserver.connector.http.permitted.hosts=192.168.255.111,192.168.0.112
このように指定することで，運用管理サーバのエイリアス IP アドレスおよびアプリ
ケーションサーバからのリクエスト受け付けだけを許可して，運用管理サーバのス
テーショナリ IP アドレスからのリクエストを拒否できるようになります。

（3） Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
ローカルシステムアカウントのホームディレクトリに，Management Server の運用管理
コマンド（mngsvrutil）のクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）を用意し，
Management Server の管理ユーザのユーザ ID とパスワードを設定してください。また，
クライアント側定義ファイルには適切なアクセス権限を設定してください。
このファイルは，Management Server のプロセスを監視するスクリプト，運用管理サー
バを起動および停止するスクリプトで，mngsvrutil コマンドを実行する際に使用しま
す。
なお，mngsvrutil コマンドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）について
は，マニュアル「Cosminexus リファレンス

17.7.4

定義編」を参照してください。

現用系から予備系への Management Server の設定情
報のコピー

現用系と予備系を同じ環境にするために，現用系での Management Server に関する設
定情報を予備系にコピーします。Management Server の設定情報の退避／回復コマンド
を使用して，現用系で設定した Management Server の各種定義ファイル，
Management Server に登録した J2EE アプリケーションやリソースアダプタなどを，現
用系から予備系にコピーしてください。

675

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

（1） Management Server の設定情報のコピー手順
Management Server の設定情報のコピー手順を次に示します。
1. 現用系で，mstrexport コマンドを実行します。
mstrexport コマンドでは，mstrexport コマンドの実行対象となる現用系の
Management Server の設定情報を収集し，収集した情報を ZIP 形式のファイルに保
存します。mstrexport コマンドの引数には，保存する ZIP 形式のファイルのファイ
ル名を指定してください。
• コマンドの格納場所
/opt/Cosminexus/manager/bin
• 実行例
mstrexport /tmp/work/mstruct.zip
なお，mstrexport コマンドは，mstrexport コマンドの実行対象となる Management
Server の起動，停止に関係なく実行できます。
2. 手順 1. で保存された ZIP 形式のファイルを，現用系から予備系にコピーします。
3. 予備系で，mstrimport コマンドを実行します。
mstrimport コマンドでは，コピーしてきた ZIP 形式のファイルを，コマンドの実行
対象となる予備系の Management Server に展開します。これによって，現用系の
Management Server と予備系の Management Server を同じ設定にできます。
mstrimport コマンドの引数には，コピーしてきた ZIP 形式のファイルのファイル名
を指定してください。
• コマンドの格納場所
/opt/Cosminexus/manager/bin
• 実行例
mstrimport /tmp/recovery/mstruct.zip
なお，mstrimport コマンドは，mstrimport コマンドの実行対象の Management
Server が停止している場合だけ実行できます。
コマンドについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照し

てください。

（2） 収集対象のファイルの定義
mstrexport コマンドの引数として，mstrexport コマンドの収集対象を記述するファイル
（Management Server 管理ファイル用退避対象定義ファイル）を指定できます。
実行例
mstrexport /tmp/work/mstruct.zip "/work/filelist.txt"
mstrexport コマンドでは，デフォルトの状態で，Management Server の各種定義ファ
イル，Management Server に登録した J2EE アプリケーションやリソースアダプタな
ど，Management Server でのシステム構築・運用に必要な情報が収集できます。これら
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の情報に加えて，ユーザ作成のコマンドなども mstrexport コマンドでの収集対象に追加
したい場合には，収集対象とするファイルの絶対パスを Management Server 管理ファ
イル用退避対象定義ファイルに記述してください。
ファイルの記述例
${cosminexus.home}/manager/apps/MyApp.ear
/home/confdir/message1.conf
ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してく

ださい。

17.7.5

HA モニタの環境設定

使用しているシステムに従って，sysdef という定義ファイルに HA モニタの環境を定義
してください。
HA モニタの環境設定については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。

17.7.6

シェルスクリプトファイルの作成

Management Server のプロセスを監視し，運用管理サーバを起動および停止するため
に，次のシェルスクリプトファイルを作成します。
• Management Server のプロセスを監視するシェルスクリプトファイル
• 運用管理サーバを起動するシェルスクリプトファイル
• 運用管理サーバを停止するシェルスクリプトファイル
現用系の運用管理サーバと予備系の運用管理サーバで同一のシェルスクリプトファイル
を使用し，同一のパスに配置してください。

（1） Management Server のプロセスを監視するシェルスクリプトファイ
ル
Management Server のプロセスを監視するシェルスクリプトファイルの例
（manager_mngsvr_monitor.sh）を次に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/mngsvr.log 2>&1
}
logg "### $0: started. ###"
while true
do
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.255.111:28080 check mngsvr
if [ $? -ne 0 ]
then
logg "### $0: stop. ###"
exit 0
fi
sleep 10
done

このシェルスクリプトファイルでは，mngsvrutil の check コマンドで Management
Server の稼働状況を確認します。なお，mngsvrutil コマンドの -m オプションの引数の
ホスト名にはエイリアス IP アドレスを指定します。

（2） 運用管理サーバを起動するシェルスクリプトファイル
運用管理サーバを起動するシェルスクリプトファイルの例（manager_mngsvr_start.sh）
を次に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
RETRY_COUNT=20
RETRY_INTERVAL=10
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/mngsvr.log 2>&1
}
# start Management Server
logg "### $0: starting Management Server. ###"
$MNGDIR/bin/adminagentctl start
$MNGDIR/bin/mngsvrctl start &
I=0
while [ $I -lt $RETRY_COUNT ] ; do
MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.255.111:28080 check mngsvr
if [ $? -eq 0 ] ; then
break
fi
sleep $RETRY_INTERVAL
I=`expr $I + 1`
done
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.255.111:28080 -t 192.168.255.111 -k host -s
start server
exit 0

運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，このシェルスクリプトファイル
で，運用管理エージェント，Management Server，および論理サーバを起動します。
なお，システム構成例では，運用管理サーバ上に論理サーバを定義していないため，
シェルスクリプトファイル中の下線部分は不要です。運用管理サーバ上の Management
Server だけを起動します。

（3） 運用管理サーバを停止するシェルスクリプトファイル
運用管理サーバを停止するシェルスクリプトファイルの例（manager_mngsvr_stop.sh）
を次に示します。

#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/mngsvr.log 2>&1
}
# stop Management Server
logg "### $0: stop Management Server. ###"
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.255.111:28080 -t 192.168.255.111 -k host -s
stop server
$MNGDIR/bin/mngsvrctl stop
$MNGDIR/bin/adminagentctl stop
exit 0
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運用管理サーバ上に論理サーバを定義している場合は，このシェルスクリプトファイル
で，論理サーバ，Management Server，および運用管理エージェントを停止します。
なお，システム構成例では，運用管理サーバ上に論理サーバを定義していないため，
シェルスクリプトファイル中の下線部分は不要です。運用管理サーバ上の Management
Server だけを停止します。

17.7.7

サーバ対応の環境設定

HA モニタでのサーバ対応の環境設定では，系で稼働させる実行サーバや待機サーバの環
境を定義します。
servers という定義ファイルに，運用管理サーバの 1:1 系切り替え用のサーバ対応の環境
を定義してください。サーバ対応の環境設定での設定内容を次の表に示します。
表 17-15 サーバ対応の環境設定での設定内容（運用管理サーバの 1:1 系切り替えの場
合）
オペランド

設定内容

name

運用管理サーバを起動するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_start.sh

alias

サーバの識別名を指定します。現用系と予備系で同じ名称を指定します。
指定例：CosminexusMS

acttype

サーバの起動方法を指定します。ここでは，HA モニタのコマンドでサーバ
を起動するため，
「monitor」を指定します。

termcommand

運用管理サーバを停止するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_stop.sh

initial

サーバ起動時の状態を指定します。
• 現用系の場合
「online」を指定します。
• 予備系の場合
「standby」を指定します。

disk

共有ディスク装置のキャラクタ型スペシャルファイル名を指定します。
指定例：/dev/vg00

lan_updown

LAN の状態設定ファイルを使用するかどうかを指定します。ここでは，
LAN の状態設定ファイルを使用するため，
「use」を指定します。

fs_name

切り替えるファイルシステムに対応する論理ボリュームの絶対パス名を指定
します。なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ
必要です。
指定例：/dev/rdisk0

fs_mount_dir

切り替えるファイルシステムのマウント先ディレクトリの絶対パス名を指定
します。なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ
必要です。
指定例：/hamon
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オペランド

設定内容

patrolcommand

Management Server のプロセスを監視するシェルスクリプトファイルを指
定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_monitor.sh

servexec_retry

障害を検出した場合の再起動の回数を指定します。ここでは，障害が発生し
た場合に再起動しないで系を切り替えるため，
「0」を指定します。

waitserv_exec

運用管理サーバの起動完了処理を実行するときに起動コマンドの実行完了を
待つかどうかを指定します。ここでは，実行完了を待つため，
「yes」を指定
します。

servers ファイルの例を次に示します。
servers ファイルの例（現用系の場合）
現用系の場合の servers ファイルの例を次に示します。
server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_start.sh,
CosminexusMS,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_stop.sh,
online,
/dev/vg00,
use,
/dev/rdisk0,
/hamon,
/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_monitor.sh,
0,
yes;

servers ファイルの例（予備系の場合）
予備系の場合の servers ファイルの例を次に示します。
server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_start.sh,
CosminexusMS,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_stop.sh,
standby,
/dev/vg00,
use,
/dev/rdisk0,
/hamon,
/home/manager/hamon/bin/manager_mngsvr_monitor.sh,
0,
yes;

サーバ対応の環境設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能 HA
モニタ」を参照してください。

17.7.8

LAN の状態設定

HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定して
HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
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次のファイルにエイリアス IP アドレスを設定してください。
• < サーバ識別名 >.up ファイル
LAN を接続する場合に使用します。LAN アダプタに追加するエイリアス IP アドレス
を指定します。
• < サーバ識別名 >.down ファイル
LAN を切り離す場合に使用します。LAN アダプタから削除するエイリアス IP アドレ
スを指定します。
< サーバ識別名 > には，サーバ対応の環境設定（servers ファイル）の alias の値を指定
してください。
LAN の状態設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能
タ」を参照してください。
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17.8 相互系切り替えシステムの設定（UNIX
の場合）
相互系切り替えシステムは，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，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（相互スタンバイ構成）のシステムです。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
ない運用ができるようになります。このシステムは，Smart Composer 機能を使用して
構築します。この節では，相互系切り替えシステムの設定について説明します。
なお，相互系切り替えシステムの運用は，AIX，HP-UX または Linux の場合だけ使用で
きます。
機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェア
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。システム構成については，
マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」の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に関する説明を参照してください。また，HA モニタ
については，マニュアル「高信頼化システム監視機能 HA モニタ」を参照してくださ
い。

17.8.1

相互系切り替えシステムの設定手順

ここでは，システムの構成例とシステムの設定手順について説明します。

（1） システムの構成例
相互系切り替えシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の項では，このシス
テムの構成例を使用したシステムの設定例を示します。
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図 17-14 相互系切り替えシステムの構成例（UNIX の場合）

この例では，2 種類のアプリケーションサーバ（アプリケーションサーバ 1，アプリケー
ションサーバ 2 とします）を使用しています。アプリケーションサーバ 1 の実行系（現
用系 1）と待機系（予備系 2），アプリケーションサーバ 2 の実行系（現用系 2）と待機
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系（予備系 1）をそれぞれ 1:1 で配置しています。それぞれ別の運用管理ドメインを持つ
Management Server を配置し，両方のマシンで Management Server を起動させていま
す。
相互系切り替えシステムでは，一つの運用管理ドメイン内に二つの仮想ホストを定義し，
それぞれを現用系アプリケーションサーバのホスト，予備系アプリケーションサーバの
ホストとして構築します。この例では，次のような組み合わせになります。
• Node1 の現用系 1（仮想ホスト 1）と Node2 の予備系 1（仮想ホスト 1）
• Node2 の現用系 2（仮想ホスト 2）と Node1 の予備系 2（仮想ホスト 2）
仮想ホストでは，一つの運用管理エージェントによってアプリケーションサーバの起動，
停止を制御しますが，運用で使用する IP アドレスには異なる IP アドレスを割り当てて，
見かけ上は異なるホストであるように定義しています。
Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設けて，稼
働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラスタ内の
ノードを意識しないようにします。相互系切り替えシステムの場合，エイリアス IP アド
レスは，HA モニタによって動的に割り当てられるアドレスとなります。アプリケーショ
ンサーバの運用に使用する IP アドレスには，エイリアス IP アドレスを使用し，
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
替えによって他系に移動しない IP アドレス（ステーショナリ IP アドレス）を使用しま
す。

（2） システムの設定手順
HA モニタと連携する場合には，Management Server や HA モニタのファイルの設定な
どが必要になります。相互系切り替えシステムの設定手順を次の図に示します。
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図 17-15 相互系切り替えシステムの設定手順（UNIX の場合）

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. グローバルトランザクションを使用する場合は，共有ディスクにパーティションを作
成して，ファイルシステムを構築します。
グローバルトランザクションを使用するためには，トランザクション情報の格納場所
を作成します。
2. グローバルトランザクションを使用する場合は，システムに共有ディスクを割り当て
ます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系 1 と予備系 1，現用系 2 と予備系
2 で，同じマウント先ディレクトリにしてください。
3. Management Server でクラスタサーバの環境を設定します。
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，HA モニ
タを使用する場合の設定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
簡易構築定義ファイルでは設定できない，運用管理エージェントや Management
Server，Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. HA モニタの環境を設定します。
HA モニタの sysdef ファイルで，HA モニタの環境を定義します。
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6. シェルスクリプトファイルを作成します。
運用管理エージェントを監視，論理サーバを起動および停止するためのシェルスクリ
プトファイルを作成します。
7. サーバ対応の環境を設定します。
HA モニタの servers ファイルで，系で稼働させる現用系サーバや予備系サーバの環
境を定義します。
8. LAN の状態を設定します。
HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定
して HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
9. Management Server と HA モニタのコマンドで，アプリケーションサーバの設定をし
ます。
Management Server と HA モニタのコマンドを使用して，Cosminexus をクラスタ
構成に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

17.8.2

クラスタサーバの環境設定

ここでは，HA モニタと連携する場合の，Management Server での設定時の留意点につ
いて説明します。

参考
Management Server を初めて使用するホストでは，Management Server をセットアップす
る必要があります。Management Server のセットアップについては，
「3.4.1
Management Server のセットアップ」を参照してください。

（1） 簡易構築定義ファイルでの設定
Management Server の Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，論理サーバ
を設置するホストおよび各論理サーバの構成を定義するときの留意点を次に示します。
● ホストの定義
運用管理ドメイン内のホストを定義します。現用系および予備系の仮想ホストで，
<host-name> タグにそれぞれのサーバの運用に使用するエイリアス IP アドレスを設
定します。例では，次のように設定します。
• Node1 の現用系 1 と Node2 の予備系 1 の場合：192.168.1.111
• Node2 の現用系 2 と Node1 の予備系 2 の場合：192.168.2.222
また，<agent-host> タグには，自ホストのステーショナリ IP アドレスを設定します。
例では，次のように設定します。
• Node1 の場合：192.168.0.11
• Node2 の場合：192.168.0.22
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また，論理 J2EE サーバ（j2ee-server），論理 Web サーバ（web-server）の
<configuration> タグの設定での留意点を次に示します。
（a） 論理 J2EE サーバの設定
● ホストの固定の設定
論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の <configuration> タグ内の次のパラメタに，任意
の値を設定して，管理用ホストおよび運用用ホストを固定してください。
• mngagent.connector.host パラメタ（運用管理エージェントのホスト名または IP ア
ドレス）
• vbroker.se.iiop_tp.host パラメタ（J2EE サーバ単位で EJB コンテナのホスト名ま
たは IP アドレス）
• webserver.connector.http.bind_host パラメタ（Web コンテナの管理用サーバで使
用するローカル IP アドレス，または解決できるローカルホスト名称）
● グローバルトランザクションの設定
グローバルトランザクションを使用する場合は，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）の
<configuration> タグ内の次のパラメタに，次の設定をしてください。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled パラメタ（ライトトランザクショ
ン機能の有効または無効の設定）に「false」を設定します。デフォルトでは
「false」が設定されています。
• ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメタ（インプロセス OTS のス
テータスファイルのバックアップの格納先）に，共有ディスク装置のディレクトリ
を設定します。デフォルトでは「otsstatus」が設定されています。
設定例
/hamon
（b） 論理 Web サーバの設定
論理 Web サーバ（web-server）の <configuration> タグ内に，次の設定が必要です。
● ホストの固定の設定
Listen パラメタで，リクエストを受け付ける IP アドレスまたはホスト名を設定して，
Web サーバのホストを固定してください。

17.8.3

設定ファイルの編集

設定ファイルを編集します。ここでは，HA モニタと連携する場合に注意が必要な設定
ファイルについて説明します。

（1） 運用管理エージェントの設定
adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティファイル）に設定する項目の
うち，HA モニタと連携する場合に留意する設定項目について説明します。なお，
adminagent.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
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編」を参照してください。
● adminagent.adapter.bind_host キー
adminagent.adapter.bind_host キーでステーショナリ IP アドレス（例では，
192.168.0.11，または 192.168.0.22）を指定します。管理用のリクエストは，ステー
ショナリ IP アドレスだけで受け付けます。

（2） Management Server の運用管理コマンド（mngsvrutil）の設定
/opt/Cosminexus/manager/config ディレクトリ下に，Management Server の運用管理
コマンド（mngsvrutil）のクライアント側共通定義ファイル（mngsvrutilcl.properties）
を用意し，Management Server の管理ユーザのユーザ ID とパスワードを設定してくだ
さい。また，クライアント側共通定義ファイルには適切なアクセス権限を設定してくだ
さい。
このファイルは，運用管理エージェントのプロセスを監視するスクリプト，論理サーバ
を起動および停止するスクリプトで，mngsvrutil コマンドを実行する際に使用します。
なお，mngsvrutil コマンドのクライアント側共通定義ファイル
（mngsvrutilcl.properties）については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定

義編」を参照してください。

17.8.4

HA モニタの環境設定

使用しているシステムに従って，sysdef という定義ファイルに HA モニタの環境を定義
してください。
HA モニタの環境設定については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。

17.8.5

シェルスクリプトファイルの作成

運用管理エージェントのプロセスを監視し，論理サーバを起動および停止するために，
次のシェルスクリプトファイルを作成します。
• 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイル
• 論理サーバを起動するシェルスクリプトファイル
• 論理サーバを停止するシェルスクリプトファイル

（1） 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファ
イル
運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルの例
（manager_adminagent_monitor.sh）を次に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
AA=/opt/Cosminexus/manager/bin/adminagent
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
logg "### $0: started. ###"
while true
do
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080 -t 192.168.1.111 check
adminAgent
if [ $? -ne 0 ]
then
logg "### $0: stop. ###"
exit 0
fi
sleep 10
done

このシェルスクリプトファイルでは，mngsvrutil の check コマンドで運用管理エージェ
ントの稼働状況を確認します。mngsvrutil コマンドの -m オプションの引数のホスト名
には自ホストのステーショナリ IP アドレスを指定し，-t オプションの引数には現用系の
仮想ホストのエイリアス IP アドレスを指定します。
なお，このシェルスクリプトファイルは，Node1 の現用系 1（予備系 2）で稼働する運用
管理エージェントを監視する場合の例です。Node2 の予備系 1（現用系 2）で使用する場
合には，-m オプションの引数のホスト名を Node2 のステーショナリ IP アドレス
（192.168.0.22）に，-t オプションの引数を現用系の仮想ホストのエイリアス IP アドレ
ス（192.168.2.222）に置き換えます。

（2） 論理サーバを起動するシェルスクリプトファイル
論理サーバを起動するシェルスクリプトファイルの例（manager_apserver1_start.sh）
を次に示します。
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#!/bin/sh
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]:
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# start logical server
logg "### $0: starting logical servers. ###"
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
server
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
exit 0

$1" ¥

-t <パフォーマンストレーサ> -s start
-t <J2EEサーバ1> -s start server
-t <Webサーバ1> -s start server

このシェルスクリプトファイルでは，論理サーバを起動します。mngsvrutil コマンドの
-m オプションの引数のホスト名には自ホストのステーショナリ IP アドレスを指定し，-t
オプションの引数には起動する論理サーバ名を指定します。
なお，このシェルスクリプトファイルは，Node1 の現用系 1 で論理サーバを起動する場
合の例です。

（3） 論理サーバを停止するシェルスクリプトファイル
論理サーバを停止するシェルスクリプトファイルの例（manager_apserver1_stop.sh）
を次に示します。

#!/bin/sh
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]:
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# stop logical server
logg "### $0: stop logical servers. ###"
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
graceful:300
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m 192.168.0.11:28080
server

$1" ¥

-t <Webサーバ1> -s stop server
-t <J2EEサーバ1> -s stop server
-t <パフォーマンストレーサ> -s stop

このシェルスクリプトファイルでは，論理サーバを停止します。mngsvrutil コマンドの
-m オプションの引数のホスト名には自ホストのステーショナリ IP アドレスを指定し，-t
オプションの引数には停止する論理サーバ名を指定します。
なお，このシェルスクリプトファイルは，Node1 の現用系 1 で論理サーバを停止する場
合の例です。
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17.8.6

サーバ対応の環境設定

HA モニタでのサーバ対応の環境設定では，系で稼働させる実行サーバや待機サーバの環
境を定義します。
servers という定義ファイルに，相互系切り替えシステム用のサーバ対応の環境を定義し
てください。サーバ対応の環境設定での設定内容を次の表に示します。
表 17-16 サーバ対応の環境設定での設定内容（相互系切り替えシステムの場合）
オペランド
name
alias

設定内容
論理サーバを起動するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_start.sh
サーバの識別名を指定します。対応する現用系と予備系で同じ名称を指定し
ます。
指定例：CosminexusAP1（現用系 1 と予備系 1 の場合）
，CosminexusAP2
（現用系 2 と予備系 2 の場合）

acttype

サーバの起動方法を指定します。ここでは，HA モニタのコマンドでサーバ
を起動するため，
「monitor」を指定します。

termcommand

論理サーバを停止するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_stop.sh

initial

サーバ起動時の状態を指定します。
• 現用系の場合
「online」を指定します。
• 予備系の場合
「standby」を指定します。

disk

共有ディスク装置のキャラクタ型スペシャルファイル名を指定します。
指定例：/dev/vg00（現用系 1 と予備系 1 の場合），/dev/vg01（現用系 2 と
予備系 2 の場合）

lan_updown

LAN の状態設定ファイルを使用するかどうかを指定します。ここでは，
LAN の状態設定ファイルを使用するため，
「use」を指定します。

fs_name

切り替えるファイルシステムに対応する論理ボリュームの絶対パス名を指定
します。なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ
必要です。
指定例：/dev/rdisk0

fs_mount_dir

切り替えるファイルシステムのマウント先ディレクトリの絶対パス名を指定
します。なお，この設定は，$TPFS を UNIX ファイルで使用する場合だけ
必要です。
指定例：/hamon

patrolcommand

運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルを指
定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh

servexec_retry

障害を検出した場合の再起動の回数を指定します。ここでは，障害が発生し
た場合に再起動しないで系を切り替えるため，
「0」を指定します。

waitserv_exec

論理サーバの起動完了処理を実行するときに起動コマンドの実行完了を待つ
かどうかを指定します。ここでは，実行完了を待つため，
「yes」を指定しま
す。
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servers ファイルの例を次に示します。
servers ファイルの例（Node1 の現用系 1（予備系 2）の場合）
Node1 の現用系 1（予備系 2）の場合の servers ファイルの例を次に示します。
server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_start.sh,
CosminexusAP1,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_stop.sh,
online,
/dev/vg00,
use,
/dev/rdisk0,
/hamon,
/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh,
0,
yes;

server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_apserver2_start.sh,
CosminexusAP2,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_apserver2_stop.sh,
standby,
/dev/vg01,
use,
/dev/rdisk1,
/hamon1,
/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh,
0,
yes;

servers ファイルの例（Node2 の予備系 1（現用系 2）の場合）
Node2 の予備系 1（現用系 2）の場合の servers ファイルの例を次に示します。
server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_start.sh,
CosminexusAP1,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_apserver1_stop.sh,
standby,
/dev/vg00,
use,
/dev/rdisk0,
/hamon,
/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh,
0,
yes;

server

name
alias
acttype
termcommand
initial
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec

/home/manager/hamon/bin/manager_apserver2_start.sh,
CosminexusAP2,
monitor,
/home/manager/hamon/bin/manager_apserver2_stop.sh,
online,
/dev/vg01,
use,
/dev/rdisk1,
/hamon1,
/home/manager/hamon/bin/manager_adminagent_monitor.sh,
0,
yes;

この設定例では，インプロセストランザクションサービスのステータスファイル格
納先に，共有ディスク上のディレクトリを指定しています。なお，インプロセスト
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ランザクションサービスのステータスファイル格納先は，Management Server の
Smart Composer 機能の簡易構築定義ファイルで，論理 J2EE サーバ（j2ee-server）
の <configuration> タグ内に，ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 パラメ
タで指定します。

17.8.7

LAN の状態設定

HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定して
HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
次のファイルにエイリアス IP アドレスを設定してください。
• < サーバ識別名 >.up ファイル
LAN を接続する場合に使用します。LAN アダプタに追加するエイリアス IP アドレス
を指定します。
• < サーバ識別名 >.down ファイル
LAN を切り離す場合に使用します。LAN アダプタから削除するエイリアス IP アドレ
スを指定します。
< サーバ識別名 > には，サーバ対応の環境設定（servers ファイル）の alias の値を指定
してください。
LAN の状態設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。

17.8.8

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の設定では，Management Server と HA モニタのコマンドを使
用して Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，論理サーバをセットアップし
て設定情報を配布し，J2EE サーバに J2EE アプリケーションとリソースアダプタをイ
ンポート，および開始します。アプリケーションサーバの設定手順を次に示します。
1. Node1 および Node2 で，それぞれ運用管理エージェント，および Management
Server を起動します。
運用管理エージェント，および Management Server の起動方法については，
「3.2
システムの起動と停止の設定」を参照してください。
2. Node1 および Node2 で HA モニタの monbegin コマンドを実行して，現用系のアプ
リケーションサーバを実行系として起動し，予備系のアプリケーションサーバを待機
状態にします。
• Node1 でのコマンドの実行例
「# monbegin CosminexusAP1」を実行して，Node1 の現用系 1 を起動します。
「# monbegin CosminexusAP2」を実行して，Node1 の予備系 2 を待機状態にしま
す。
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• Node2 でのコマンドの実行例
「# monbegin CosminexusAP1」を実行して，Node2 の予備系 1 を待機状態にしま
す。
「# monbegin CosminexusAP2」を実行して，Node2 の現用系 2 を起動します。
現用系のアプリケーションサーバ（Node1 の現用系 1 と Node2 の現用系 2）が起動
されて，予備系のアプリケーションサーバ（Node2 の予備系 1 と Node1 の予備系 2）
が待機状態になっている，通常の運用状態になります。

3. 現用系のアプリケーションサーバ（Node1 の現用系 1 と Node2 の現用系 2）に対し
て，Management Server の Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築
定義ファイルを基に，Web システムをセットアップして，起動します。また，サーバ
管理コマンドを使用して，J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポート
して，インポートした J2EE アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE アプリケーションの設定」
を参照してください。リソースアダプタの設定については，
「9.3 リソースアダプタ
の設定」を参照してください。
4. Node2 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えます。
• Node2 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP2」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP2」で
系を切り替えます。Node1 の予備系 2 が起動され，Node2 の現用系 2 が待機状態
になります。
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5. Node1 の予備系 2 のアプリケーションサーバに対して，Management Server の
Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Web
システムをセットアップして起動します。また，サーバ管理コマンドを使用して，
J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートして，インポートした J2EE
アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
Node1 の予備系 2 には，Node2 の現用系 2 と同じ J2EE アプリケーションとリソー
スアダプタをインポートします。
6. Node1 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えて通常の運用状
態に戻します。
• Node1 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP2」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP2」で
系を切り替えます。Node2 の現用系 2 が起動され，Node1 の予備系 2 が待機状態
になります。

7. Node1 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えます。
• Node1 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP1」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP1」で
系を切り替えます。Node2 の予備 1 が起動され，Node1 の現用系 1 が待機状態に
なります。

8. Node2 の予備系 1 のアプリケーションサーバに対して，Management Server の
Smart Composer 機能のコマンドで，設定済みの簡易構築定義ファイルを基に，Web
システムをセットアップして起動します。また，サーバ管理コマンドを使用して，
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J2EE アプリケーションとリソースアダプタをインポートして，インポートした J2EE
アプリケーションとリソースアダプタを開始します。
Node2 の予備系 1 には，Node1 の現用系 1 と同じ J2EE アプリケーションとリソー
スアダプタをインポートします。
9. Node2 で HA モニタの monswap コマンドを実行して，系を切り替えて通常の運用状
態に戻します。
• Node2 でのコマンドの実行例
「# monswap CosminexusAP1」を実行して，サーバ識別名「CosminexusAP1」で
系を切り替えます。Node1 の現用系 1 が起動され，Node2 の予備 1 が待機状態に
なります。

697

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

17.9 N:1 リカバリシステムの設定（UNIX の場
合）
N:1 リカバリシステムは，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）
を用意する構成のシステムです。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，トランザク
ションを決着するために使用します。このシステムは，運用管理ポータルを使用して構
築します。運用管理ポータルについては，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイ
ド」を参照してください。この節では，N:1 リカバリシステムの設定について説明しま
す。
業務は，N 台の実行系のアプリケーションサーバで実行します。業務実行中のアプリ
ケーションサーバに障害が発生すると，HA モニタがこれを検知して，リカバリ専用サー
バで，障害が発生したアプリケーションサーバの仕掛かり中のトランザクションを決着
します。その後，残りの稼働中の実行系のアプリケーションサーバで業務を続行します。
なお，N:1 リカバリシステムの運用は，AIX，HP-UX または Linux の場合だけ使用でき
ます。
機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のクラスタソフトウェア
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。システム構成については，
マニュアル「Cosminexus システム設計ガイド」のリカバリ専用サーバを使用する場合
の構成に関する説明を参照してください。また，HA モニタについては，マニュアル「高
信頼化システム監視機能

17.9.1

HA モニタ」を参照してください。

N:1 リカバリシステムの設定手順

ここでは，システムの構成例とシステムの設定手順について説明します。また，実行系
を追加または削除する場合の設定手順についても説明します。

（1） システムの構成例
N:1 リカバリシステムの構成例を次の図に示します。なお，以降の項では，このシステ
ムの構成例を使用したシステムの構築例を示します。
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図 17-16 N:1 リカバリシステムの構成例（UNIX の場合）

この例の概要を次に示します。
• 4 台の実行系サーバと 1 台のリカバリ専用サーバを配置しています。4 台の実行系の

699

17.

クラスタソフトウェアと連携するための設定

J2EE サーバの構成は J2EE アプリケーションとリソースアダプタの設定が均質な構
成とします。違いはエイリアス IP アドレスとマウントする共有ディスクデバイスで
す。
• 実行系と待機系で，J2EE サーバは同じ名称にします。ここでは，実行系で
「MyServer」という J2EE サーバを配置しているため，待機系にも「MyServer」と
いう J2EE サーバを配置します。
• Management Server の運用管理ポータルを利用してシステムを構築，運用管理しま
す。
• 実行系では運用管理エージェントを動作させます。待機系では運用管理エージェント
を動作させません。
なお，N:1 リカバリシステムを運用する場合は，次の条件を満たすアプリケーション
サーバを構築してください。
• OTS を使用したグローバルトランザクションを使用します。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装置に格納します。
• ネーミングサービスはインプロセスで動作させます。
• 待機系の J2EE サーバには，実行系の J2EE サーバで使用しているすべてのリソース
アダプタと同じ設定のリソースアダプタをインポート，およびデプロイします。
• N:1 リカバリ構成の場合，一つのクラスタ内に複数の仮想ホストを構築します。仮想
ホストは実行系とリカバリ専用サーバの組で構成し，J2EE サーバをクラスタ構成で
配置します。N:1 リカバリ構成の場合，J2EE サーバはクラスタ内ではなく，仮想ホ
スト内で動作します。このため，仮想ホストの IP アドレスおよびホスト名を設定して
ください。
Cosminexus をクラスタ構成に配置するためには，エイリアス IP アドレスを設けて，
稼働中のノードがエイリアス IP アドレスを引き継ぐことで，クライアントがクラスタ
内のノードを意識しないようにします。N:1 リカバリ構成の場合，エイリアス IP アド
レスは，仮想ホストの IP アドレスとなります。N:1 リカバリ構成での仮想ホストの構
成例を次に示します。
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図 17-17 N:1 リカバリ構成での仮想ホストの構成例
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（2） システムの設定手順
HA モニタと連携する場合には，運用管理ポータルや HA モニタのファイルの設定など
が必要になります。N:1 リカバリシステムの設定手順を次の図に示します。
図 17-18 N:1 リカバリシステムの設定手順（UNIX の場合）

図中の 1. 〜 9. について説明します。
1. 共有ディスクに N 個のパーティションを作成して，ファイルシステムを構築します。
2. システムに共有ディスクを割り当てます。
システムに共有ディスクを割り当てる際は，現用系と予備系で，同じマウント先ディ
レクトリにしてください。
3. 運用管理ポータルでクラスタサーバの環境を設定します。
運用管理ポータルの「Cosminexus Management Server の設定」，
「運用管理ドメイ
ンの構成定義」，および「論理サーバの環境設定」で，HA モニタを使用する場合の設
定をします。
4. 設定ファイルを編集します。
運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種定義ファイルを設定します。
5. HA モニタの環境を設定します。
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HA モニタの sysdef ファイルで，HA モニタの環境を定義します。
6. シェルスクリプトファイルを作成します。
運用管理エージェントを監視，アプリケーションサーバ上の論理サーバを起動，停止
するためのシェルスクリプトファイルを作成します。
7. サーバ対応の環境を設定します。
HA モニタの servers ファイルで，系で稼働させる現用系サーバや予備系サーバの環
境を定義します。
8. LAN の状態を設定します。
HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定
して HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
9. 運用管理ポータルと HA モニタのコマンドで，アプリケーションサーバの設定をしま
す。
運用管理ポータル，HA モニタのコマンドを使用して，Cosminexus をクラスタ構成
に配置し，J2EE アプリケーションやリソースアダプタを設定します。

参考
• N:1 リカバリシステムで，待機系でのリカバリ処理がデータベースサーバの障害（サーバ
ダウンやデッドロックなど）によってタイムアウトした場合は，手動でリカバリを実行す
る必要があります。
タイムアウトの原因を解消したあと，待機系のホストで，停止した実行系のホストに対応
する monbegin コマンドを実行し，停止した実行系のホストに対応する monact コマンド
を実行します。
N:1 リカバリシステムでトラブルが発生した場合については，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。

N:1 リカバリシステムで設定が必要なファイルは，実行系と待機系で異なります。N:1 リ
カバリシステムでのファイルの設定の要否を次の表に示します。
表 17-17 N:1 リカバリシステムでのファイルの設定の要否
分類

ファイルの種類

ファイルの設定の要否
実行系（N 台）

Cosminex
us の設定

運用管理エー
ジェントの設
定

adminagent.propertie
s

スマートエー
ジェントの設
定

localaddr

Hitachi Web
Server の設定

httpsd.conf ※

必要（N 台で
個別の設定）

参照先

待機系（リカバ
リ専用 1 台）
−

17.9.3
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分類

HA モニ
タの設定

ファイルの種類

ファイルの設定の要否
実行系（N 台）

待機系（リカバ
リ専用 1 台）

参照先

J2EE サーバ
のプロパティ
の設定

usrconf.properties ※

必要（N 台で
共通の設定）

必要（エイリア
ス IP アドレス
以外は実行系と
ほとんど同じ）

ワーカの設定

workers.properties ※

必要（N 台で
個別の設定）

−

HA モニタの
環境設定

sysdef

必要（各ホス
トで個別の設
定）

必要（N 台分の
設定）

17.9.4

シェルスクリ
プトファイル
の作成

monitor.sh
start.sh
stop.sh

必要（N 台で
共通のコマン
ドを使用）

−

17.9.5

サーバ対応の
環境設定

servers

必要（N 台で
個別の設定）

必要（N 台分の
設定）

17.9.6

recover.sh

LAN の状態
設定

< サーバの識別名 >.up
< サーバ識別名 >.down

−

必要（各ホス
トで個別の設
定）

必要（N 台の実
行系に対して共
通のコマンドを
使用。差異は引
数で渡す）
必要（実行系の
設定ファイルの
コピー）

17.9.7

（凡例） −：不要。
注※

運用管理ポータルを利用して Cosminexus の実行環境を構築するときに，これらのファイル

を設定できます。

（3） 実行系を追加または削除する場合の設定手順
N:1 リカバリシステムで，1 台の実行系を追加または削除（縮退）する場合の設定手順を
次に示します。
1 台の実行系を追加する場合
1. 追加する実行系で，マウントディレクトリを作成します。
2. 待機系の servers ファイルに追加する実行系に対応したエントリを追加します。
なお，追加する実行系に対応したエントリがすでに存在する場合はこの手順は不
要です。
3. 待機系で，追加した実行系に対応する monbegin コマンドを実行します。
4. 実行系で，monbegin コマンドを実行します。
5. 運用管理ポータルを利用して，追加する実行系に Cosminexus の実行環境を構築
します。
6. 運用管理ポータルを使用して，一括起動で実行系のアプリケーションサーバを起
動します。
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1 台の実行系を削除する場合
1. 実行系で，monend コマンドを実行します。

17.9.2

クラスタサーバの環境設定

HA モニタと連携する場合の，運用管理ポータルでの設定の留意点については，
「17.6.2
クラスタサーバの環境設定」を参照してください。なお，N:1 リカバリ構成の場合，
ホスト名には，エイリアス IP アドレスではなく，仮想ホストの IP アドレスを設定して
ください。

17.9.3

設定ファイルの編集

運用管理ポータルでは設定できない，運用管理エージェントや Management Server，
Hitachi Web Server などの各種設定ファイルを編集します。ここでは，HA モニタと連
携する場合に注意が必要なファイルの設定について説明します。

（1） 設定が必要なファイル
設定が必要なファイルは実行系と待機系で異なります。
実行系（N 台）の場合
実行系（N 台）の場合に注意が必要な設定ファイルについて説明します。
ファイルを直接編集して設定できるファイル
次のファイルは，ファイルを直接編集して設定できます。
• 運用管理エージェントの設定（adminagent.properties）
• スマートエージェントの設定（localaddr）
運用管理ポータルで設定できるファイル
次のファイルは，運用管理ポータルを利用して Cosminexus の実行環境を構築
するときに設定できます。
• Hitachi Web Server の設定（httpsd.conf）
• J2EE サーバのプロパティの設定（usrconf.properties）
• ワーカの設定（workers.properties）
これらのファイルの設定については，「17.6.3

設定ファイルの編集」を参照してく

ださい。なお，N:1 リカバリ構成の場合，ホスト名には，エイリアス IP アドレスで
はなく，仮想ホストの IP アドレスを設定してください。
待機系（リカバリ専用 1 台）の場合
待機系（リカバリ専用 1 台）の場合に注意が必要な設定ファイルを次に示します。
なお，このファイルは，ファイルを直接編集して設定できます。
• J2EE サーバのプロパティの設定（usrconf.properties）
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（2） 待機系での J2EE サーバのプロパティの設定
待機系の J2EE サーバで usrconf.properties にプロパティを設定するときに注意が必要
なキーを次に示します。
• ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled
ライトトランザクションを無効にするため「false」を設定してください。

17.9.4

HA モニタの環境設定

使用しているシステムに従って，sysdef という定義ファイルに HA モニタの環境を定義
してください。N 台の実行系とリカバリ専用の 1 台の待機系を含めて各ホストで個別の
設定が必要です。
name（HA モニタのホスト名），address（CPU リセット用のユニークな値），lan
（LAN のホスト名）をホスト環境に合わせて一意に設定してください。なお，N 台の実
行系とリカバリ専用の 1 台の待機系を含めて一意の値を設定する必要があります。また，
lanport（lan オペランドで指定したホスト名に対応するサービス名）は，N 台の実行系
とリカバリ専用の 1 台の待機系を含めて同じ値を設定する必要があります。
sysdef ファイルの例を次に示します。なお，サンプル中の「N」は，N 番目の値である
ことを意味します。

environment name
address
patrol
lan
lanport

$host_N,
$uniq_N,
5,
$host_N
$service_N

#自系のホスト名
#CPUリセット用のユニークな値
#系障害と判断する時間
#LANのホスト名
#lanオペランドのホスト名に対応するサービス名

HA モニタの環境設定については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。

17.9.5

シェルスクリプトファイルの作成

運用管理エージェントのプロセスを監視し，運用管理エージェントと論理サーバを起動
および停止するために，次のシェルスクリプトファイルを作成します。
実行系（N 台）の場合
実行系で設定が必要なシェルスクリプトファイルを次に示します。なお，N 台で共
通のコマンドを使用します。
• 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイル
• 運用管理エージェントを起動するシェルスクリプトファイル
• 運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイル
待機系（リカバリ専用 1 台）の場合
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待機系で設定が必要なシェルスクリプトファイルを次に示します。なお，N 台の実
行系に対して共通のコマンドを使用し，差異はコマンドの引数で渡すようにします。
• リカバリ処理を実行するシェルスクリプトファイル
各スクリプトについて説明します。

（1） 運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファ
イル
運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルの例
（monitor.sh）を次に示します。

#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
AA=/opt/Cosminexus/manager/bin/adminagent
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
logg "### $0: started. ###"
while true
do
CHECK=`ps -ef | grep $AA | grep -v grep`
if [ "$CHECK" = "" ]
then
logg "### $0: stop. ###"
exit 0
fi
sleep 10
done

この例では，運用管理エージェントのプロセスが存在しているかどうかを 10 秒おきに監
視しています。

（2） 運用管理エージェントを起動するシェルスクリプトファイル
運用管理エージェントを起動するためのシェルスクリプトファイルの例（start.sh）を次
に示します。
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#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# start Administration Agent
logg "### $0: starting Administration Agent. ###"
$MNGDIR/bin/adminagentctl start
if [ $? -eq 0 ] ; then
logg "### $0: Administration Agent start normally. ###"
else
logg "### $0: Administration Agent cannot start. ###"
exit 1
fi
exit 0

（3） 運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプト
ファイル
運用管理エージェントと論理サーバを停止するためのシェルスクリプトファイルの例
（stop.sh）を次に示します。

#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
MNGDIR=/opt/Cosminexus/manager
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
# stop logical server
logg "### $0: stop logical servers. ###"
$MNGDIR/bin/mngsvrutil -m mnghost:28080 -u admin -p admin ¥
-t 172.16.12.31 -k host -s stop server
# stop Administration Agent
logg "### $0: stopping Administration Agent. ###"
$MNGDIR/bin/adminagentctl stop
exit 0

シェルスクリプトファイルでの設定内容のポイントを説明します。なお，コマンドおよ
びファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
またはマニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」
，

定義編」を参照してください。

● 論理サーバの停止
同一ホスト上の論理サーバを一括停止するように設定します。論理サーバの一括停止
には mngsvrutil コマンドを使用します。
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ユーザ名とパスワードは引数として渡しています。これらの値は，mngsvrutil コマン
ドのクライアント側定義ファイル（.mngsvrutilrc）に記述して，適切なアクセス権を
設定して管理するようにしてください。
また，mngsvrutil コマンドの -t オプションにはエイリアス IP アドレスを指定してく
ださい。
● 運用管理エージェントの停止
運用管理エージェントを停止するように設定します。運用管理エージェントの停止に
は，adminagentctl stop を使用します。

（4） リカバリ処理を実行するシェルスクリプトファイル
各 J2EE サーバに対してリカバリ処理を実行するためのシェルスクリプトファイルの例
（recover.sh）を次に示します。

#!/bin/sh
LOGDIR=/home/manager/hamon/log
PATH=/opt/Cosminexus/CC/server/bin:/bin:/usr/bin:/home/manager/hamon/bin
LD_LIBRARY_PATH=/opt/DABroker/lib:/opt/Cosminexus/jdk/lib:/opt/Cosminexus/TPB/
lib:/opt/Cosminexus/PRF/lib:/opt/Cosminexus/CTM/lib:/bin:/opt/HiRDB/client/
lib:/opt/oracle/app/oracle/product/10.1.0/client_1/lib:/opt/oracle/app/oracle/
product/10.1.0/client_1/lib/libclntsh.so.10.1:/opt/oracle/app/oracle/product/
10.1.0/client_1/lib/libclntsh.so
export LD_LIBRARY_PATH
LOCKFILE=/var/lock/kosmi_recover.lock
SLEEP_TIME=60
RETRIES=30
STATUS_PATH=$3/otsstatus
cjlockfile()
{
counter=$2
TMP_LOCK_FILE=`dirname $3`/$$.lock
echo $$ > $TMP_LOCK_FILE
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if [ -f $3 ]
then
kill -0 `cat $3` 2>/dev/null || rm -f $3
fi
until ln $TMP_LOCK_FILE $3 2>/dev/null
do
counter=`expr $counter - 1`
if [ $counter -le 0 ]
then
rm -f $TMP_LOCK_FILE
return 1
fi
sleep $1
done
rm -f $TMP_LOCK_FILE
return 0
}
logg()
{
echo `date '+[%Y/%m/%d %H:%M:%S]'`"[$$]: $1" ¥
>> ${LOGDIR}/adminagent.log 2>&1
}
if cjlockfile ${SLEEP_TIME} ${RETRIES} ${LOCKFILE}
then
logg "### $0: started for $1 ###"
cjstartrecover MyServer -p vbroker.se.iiop_tp.host=$2 ¥
-p ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1=$STATUS_PATH ¥
-t 600
logg "### $0: ended. $? ###"
fi
rm -f $LOCKFILE
exit 0

シェルスクリプトファイルでの設定内容のポイントを説明します。なお，コマンドおよ
びファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス コマンド編」
，
またはマニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

● リカバリ処理に必要で，実行系ごとに異なる情報（エイリアス名，エイリアス IP アド
レス，マウントディレクトリ）は，servers ファイルの待機系の actcommand で，コ
マンドの引数として渡します。
● LD_LIBRARY_PATH などの環境変数を明示的に指定する必要があります。環境変数
については，
「2.3 環境変数の設定」を参照してください。
● cjlockfile 関数を利用して，リカバリ処理が排他的に実行されるようにしています。こ
の関数は，ファイルロックによるセマフォを提供しています。第 1 引数にスリープ時
間（秒単位）
，第 2 引数にリトライ回数，第 3 引数にロックファイルを指定します。
この関数では，第 3 引数で指定されたファイルがロックされている場合には，第 1 引
数で指定した時間だけ待って再度ファイルロックの取得を試みます。第 2 引数に指定
した回数分リトライしてもファイルロックが取得できない場合には，リカバリ処理に
失敗します。ファイルをロックしているプロセスが存在しない場合は，ロックを横取
りします。
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● J2EE サーバ（MyServer）に対して cjstartrecover でリカバリ処理を実行します。
• このサンプルでは，タイムアウト時間は 600 秒にしています。
• cjstartrecover コマンドの -p オプションで，
ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1 キーに停止した実行系のステータス
ファイルディレクトリが指定されるようにしています。
• cjstartrecover コマンドの -p オプションで，vbroker.se.iiop_tp.host キーに系切り替
え後のエイリアス IP アドレスが指定されるようにしています。
• 停止した実行系ごとに異なるプロパティを cjstartrecover コマンドの -p オプション
で上書き指定しています。
● J2EE サーバが複数の構成の場合には，cjstartrecover コマンドを J2EE サーバの数だ
け実行します。その際，J2EE サーバ名（MyServer）と OTS のステータスファイル
ディレクトリのパスは適宜修正してください。

17.9.6

サーバ対応の環境設定

HA モニタでのサーバ対応の環境設定では，系で稼働させる実行サーバや待機サーバの環
境を定義します。
実行系（N 台）の場合
N 台で個別の設定が必要です。
待機系（リカバリ専用 1 台）の場合
N 台分の実行系の設定が必要です。
servers という定義ファイルに，N:1 リカバリシステム用のサーバ対応の環境を定義して
ください。サーバ対応の環境設定での設定内容を次の表に示します。
表 17-18 サーバ対応の環境設定での設定内容（N:1 リカバリシステムの場合）
オペランド

設定内容

name

• 実行系の場合
起動コマンドを N 台で共通化するため，name にはユニークな名前を指定し，
actcommand に運用管理エージェントを起動するシェルスクリプトファイルを記
述します。
• 待機系の場合
対応する実行系と同じ値を指定します。

alias

• 実行系の場合
サーバの識別名を指定します。
指定例：CosminexusAP1
• 待機系の場合
対応する実行系と同じ値を指定します。

acttype

サーバの起動方法を指定します。ここでは，HA モニタのコマンドでサーバを起動
するため，「monitor」を指定します。
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オペランド

設定内容

termcommand

• 実行系の場合
実行系の運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイ
ルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/stop.sh
• 待機系の場合
待機系の運用管理エージェントと論理サーバを停止するシェルスクリプトファイ
ルを指定します。

initial

サーバ起動時の状態を指定します。
• 実行系の場合
「online」を指定します。
• 待機系の場合
「standby」を指定します。

disk

共有ディスク装置のキャラクタ型スペシャルファイル名を指定します。
• 実行系の場合
割り当てられた共有ディスクに合わせて指定します。
• 待機系の場合
対応する実行系と同じ値を指定します。

lan_updown

LAN の状態設定ファイルを使用するかどうかを指定します。ここでは，LAN の状
態設定ファイルを使用するため，
「use」を指定します。

fs_name

切り替えるファイルシステムに対応する論理ボリュームの絶対パス名を指定しま
す。
• 実行系の場合
割り当てられた共有ディスクに合わせて指定します。
• 待機系の場合
対応する実行系と同じ値を指定します。

fs_mount_dir

切り替えるファイルシステムのマウント先ディレクトリの絶対パス名を指定しま
す。
• 実行系の場合
割り当てられた共有ディスクに合わせて指定します。
• 待機系の場合
対応する実行系ごとに異なるマウントディレクトリとします。存在するディレク
トリでなくてはならないので，待機系の構築時にあらかじめ作成しておく必要が
あります。

patrolcommand

• 実行系の場合
運用管理エージェントのプロセスを監視するシェルスクリプトファイルを指定し
ます。
指定例：/home/manager/hamon/bin/monitor.sh
• 待機系の場合
monend コマンドを指定して，actcommand でリカバリが終了したら HA モニタ
を終了させるようにします。

servexec_retry

実行系で障害を検出した場合の再起動の回数を指定します。実行系および待機系で
同じ値を指定してください。

waitserv_exec

実行系および待機系で，起動完了処理を実行するときに起動コマンドの実行完了を
待つようにするため，「yes」を指定します。
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オペランド
actcommand

設定内容
• 実行系の場合
運用管理エージェントを起動するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/start.sh
• 待機系の場合
リカバリ処理を実行するシェルスクリプトファイルを指定します。
指定例：/home/manager/hamon/bin/recover.sh

servers ファイルのサンプルを次に示します。なお，サンプル中の「N」や「N+1」は，
N 番目または N+1 番目の値であることを意味します。
servers ファイルのサンプル（実行系の場合）
このサンプル中で下線の引いてある個所は，実行系ごとに内容が異なる個所である
ことを示します。
server name
alias
acttype
initial
termcommand
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec
actcommand

$name_N,
$alias_N,
monitor,
online,
/home/manager/hamon/bin/stop.sh,
$disk_N,
use,
$fs_name_N,
/hamon,
/home/manager/hamon/bin/monitor.sh,
3,
yes,
/home/manager/hamon/bin/start.sh;

servers ファイルのサンプル（待機系の場合）
このサンプル中では，リカバリ処理を実行するコマンドを一つにするため，実行系
ごとに異なる情報（エイリアス名，エイリアス IP アドレス，マウントディレクト
リ）は引数として渡しています。また，このサンプル中で下線の引いてある個所は，
実行系の servers ファイルと内容が異なる個所であることを示します。
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server name
alias
acttype
initial
termcommand
disk
lan_updown
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec
actcommand
$mnt_N";
server name
alias
acttype
initial
termcommand
lan_updown
disk
fs_name
fs_mount_dir
patrolcommand
servexec_retry
waitserv_exec
actcommand
$mnt_N+1";

$name_N,
$alias_N,
monitor,
standby,
/home/manager/hamon/bin/stop.sh,
$disk_N,
use,
$fs_name_N,
$mnt_N,
"/opt/hitachi/HAmon/bin/monend $alias_N",
3,
yes,
"/home/manager/hamon/bin/recover.sh $alias_N $ip_N
$name_N+1,
$alias_N+1,
monitor,
standby,
/home/manager/hamon/bin/stop.sh,
use,
$disk_N+1,
$fs_name_N+1,
$mnt_N+1,
"/opt/hitachi/HAmon/bin/monend $alias_N+1",
3,
yes,
"/home/manager/hamon/bin/recover.sh $alias_N+1 $ip_N+1

待機系の servers ファイルの設定内容のポイントについて説明します。
• 待機系の servers ファイルには，N 台分の実行系の設定を記述してください。ま
た，実行系に対応したエントリを記述してください。
• リカバリ処理を実行するコマンドを一つにするため，実行系ごとに異なる情報
（エイリアス名，エイリアス IP アドレス，マウントディレクトリ）は引数として
渡すようにすることをお勧めします。

17.9.7

LAN の状態設定

HA モニタの LAN の状態設定ファイルで，LAN アダプタの IP アドレスなどを指定して
HA モニタでの LAN の切り替えについて定義します。
次のファイルにエイリアス IP アドレスを設定してください。
• < サーバ識別名 >.up ファイル
LAN を接続する場合に使用します。LAN アダプタに追加するエイリアス IP アドレス
を指定します。
• < サーバ識別名 >.down ファイル
LAN を切り離す場合に使用します。LAN アダプタから削除するエイリアス IP アドレ
スを指定します。
< サーバ識別名 > には，サーバ対応の環境設定（servers ファイル）の alias の値を指定
してください。
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実行系および待機系で，それぞれ LAN の状態設定ファイルを作成してください。
実行系（N 台）
エイリアス IP アドレスを設定・削除するスクリプトを作成します。ホストごとにエ
イリアス IP アドレスに合わせて設定してください。
待機系（リカバリ専用 1 台）
N 台の実行系ホストの .up ファイルと .down ファイルを用意します。論理ネット
ワークデバイスは，N 台の実行系ホストごとにユニークな値を指定してください。
LAN の状態設定の詳細については，マニュアル「高信頼化システム監視機能

HA モニ

タ」を参照してください。
Linux の場合のファイルの作成例を次に示します。このほかの OS の場合の作成例につ
いては，マニュアル「高信頼化システム監視機能 HA モニタ」を参照してください。
< サーバの識別名 >.up ファイルの例
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig eth0:1 inet 172.16.12.31 ¥
netmask 255.255.255.0 broadcast 10.209.112.255 up
/sbin/arping -U -c 2 -I eth0 172.16.12.31

< サーバの識別名 >.down ファイルの例
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig eth0:1 down

17.9.8

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の設定では，運用管理ポータルと HA モニタのコマンドを使用
して Cosminexus をクラスタ構成に配置します。また，論理サーバをセットアップして
設定情報を配布し，J2EE サーバに J2EE アプリケーションとリソースアダプタをイン
ポート，および開始します。アプリケーションサーバの設定手順を次に示します。
1. 待機系ノードで，リカバリ用の J2EE サーバを起動します。
cjstartsv コマンドを使用して，待機系（NodeR）のリカバリ用の J2EE サーバを起
動します。
2. 待機系ノードのリカバリ用の J2EE サーバで，リソースアダプタを設定します。
待機系では，実行系で使用しているすべてのリソースアダプタと同じ設定のリソース
アダプタをインポート，デプロイ，および開始状態にしてください。ただし，待機系
の J2EE サーバに定義するリソースアダプタでは，コネクションプーリング機能を使
用する必要はありません。サーバ管理コマンドで設定するコネクションの最小値と最
大値は 0 を指定してください。
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リソースアダプタのインポート，デプロイ，および開始には，サーバ管理コマンドを
使用します。サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus
アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。
3. リソースアダプタの設定が完了したら，待機系ノードのリカバリ用の J2EE サーバを
停止します。
cjstopsv コマンドを使用して，待機系（NodeR）のリカバリ用の J2EE サーバを停止
します。
4. 待機系ノードで HA モニタの monbegin コマンドを実行して，待機系のアプリケー
ションサーバを待機状態にします。
• 待機系ノードでのコマンドの実行例
待機系（NodeR）で，N 台の実行系（Node1 〜 Node4）に対応する「# monbegin
< サーバ識別名 >」を実行して，N 台の実行系に対応する待機系を待機状態にしま
す。
5. 運用管理サーバを起動します。
運用管理サーバを起動して，運用管理サーバ上の運用管理エージェント，
Management Server，および論理サーバ（監視用 CORBA ネーミングサービス）を
起動します。運用管理サーバの起動方法については，マニュアル「Cosminexus 運
用管理操作ガイド」を参照してください。
6. 実行系ノード（Node1 〜 Node4）で HA モニタの monbegin コマンドを実行して，実
行系のアプリケーションサーバを実行系として起動します。
• 実行系ノードでのコマンドの実行例
Node1 〜 Node4 で「# monbegin < サーバ識別名 >」を実行して，各ノードの実行
系を起動します。この例では，シェルスクリプトファイル（start.sh）が実行され
て，Node1 〜 Node4 の各実行系の運用管理エージェントが起動されます。
7. 運用管理ポータルで，Node1 〜 Node4 の各実行系の J2EE サーバをセットアップし
ます。
「運用管理ドメインの構成定義」の［セットアップ］画面で，J2EE サーバをセット
アップします。運用管理ポータルでの操作手順および画面の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。
8. 運用管理ポータルで，J2EE サーバに設定した情報を Node1 〜 Node4 の各実行系に
配布します。
「論理サーバの環境設定」の［設定情報の配布］画面で，J2EE サーバに設定した情報
を Node1 〜 Node4 の各実行系に配布します。
9. 運用管理ポータルで，各実行系の論理サーバを起動します。
この例では，シェルスクリプトファイル（start.sh）の中で実行系の論理サーバを起
動しないため，運用管理ポータルを使用して論理サーバを起動してください。
10.サーバ管理コマンドを使用して，Node1 〜 Node4 の各実行系の J2EE サーバに J2EE
アプリケーションとリソースアダプタをインポートします。また，インポートした
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J2EE アプリケーションとリソースアダプタを設定および開始します。
サーバ管理コマンドでの J2EE アプリケーションの設定については，
「9.5 J2EE ア
プリケーションの設定」を参照してください。リソースアダプタの設定については，
「9.3

リソースアダプタの設定」を参照してください。また，サーバ管理コマンドで

の操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」
を参照してください。
なお，J2EE サーバおよびその前提プロセスを起動してからサーバ管理コマンドを実
行してください。また，サーバ管理コマンドでの操作が終わったら，サーバ管理コマ
ンドを停止させてください。
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Web サーバとの連携の設定
（Web リダイレクタ環境の場
合）
この章では，Web リダイレクタ環境構築時や，Smart
Composer 機能を使用しないでアプリケーションの実行環境を
構築する場合に，Web サーバと連携して Web アプリケーショ
ンを実行するときに必要な設定と設定方法について説明しま
す。
なお，Smart Composer 機能でアプリケーションの実行環境構
築時に必要な Web サーバとの連携の設定については，「7.
Web サーバとの連携の設定（J2EE アプリケーションを実行す
るシステム）」を参照してください。

18.1 Web サーバとの連携の設定の概要
18.2 リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定
18.3 通信タイムアウトの設定
18.4 エラーページのカスタマイズの設定
18.5 ドメイン名指定でトップページを表示するための設定
18.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知するための設定
18.7 リダイレクタのログ取得の設定
18.8 Hitachi Web Server を使用するための設定
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18.9
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18.1 Web サーバとの連携の設定の概要
この節では，Web サーバとの連携機能の概要と，Web サーバとの連携機能を設定する
ユーザ定義ファイルについて説明します。

18.1.1

Web サーバとの連携機能の概要

Web サーバとの連携機能を次の表に示します。
表 18-1

Web サーバとの連携機能

機能

説明

参照先

リダイレクタを使用したリ
クエストの振り分け

Web サーバに登録したリダイレクタによって，リクエスト
を URL パターン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。

18.2

通信タイムアウト

クライアント− Web サーバ間，Web サーバ− Web コンテ
ナ間で，リクエスト受信時およびレスポンス送信時の通信
タイムアウトを設定しておき，トラブル発生時の応答待ち
などの場合に通信タイムアウトを検知できます。

18.3

エラーページのカスタマイ
ズ

クライアントから，存在しないリソースに対してアクセス
した場合などに，クライアントからのリクエストに対して
ユーザがカスタマイズしたエラーページを表示できます。

18.4

ドメイン名指定での Web ア
プリケーションのトップ
ページの表示

ドメイン名指定によって Web アプリケーションのトップ
ページを表示できます。

18.5

Web コンテナへのゲート
ウェイ情報の通知

クライアントと Web サーバとの間に SSL アクセラレータ
や負荷分散機などのゲートウェイを配置している場合に，
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知して，Web アプ
リケーションのトップページや Form 認証画面に自動的に
正しくリダイレクトできます。

18.6

Hitachi Web Server の SSL
による認証やデータ暗号化

Hitachi Web Server を使用する場合に，SSL による認証機
能やデータ暗号化の機能を使用できます。

18.8

Microsoft IIS の SSL による
認証やデータ暗号化

Microsoft IIS を使用する場合に，SSL による認証機能や
データ暗号化の機能を使用できます。

18.9

以降の節では，上記の機能を使用するための設定方法について説明します。システムで
使用する機能に応じて適宜設定してください。
また，リダイレクタのログの出力レベル，サイズ，面数などの設定については，
「18.7
リダイレクタのログ取得の設定」を参照してください。
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ポイント
以降の節で説明する機能は，Web サーバの機能および Web コンテナの機能のうち，Web
サーバでの設定が必要となる機能です。Web サーバと連携する場合には，このほかに，Web
クライアントとの通信制御やリクエストの流量制御などの Web コンテナの機能も使用でき
ます。これらの機能を使用する場合には，J2EE サーバでの設定が必要です。J2EE サーバ
での設定については，
「4.

J2EE サーバの動作設定（J2EE アプリケーションを実行するシ

ステム）
」を参照してください。

18.1.2

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファ
イル

Web サーバとの連携機能を設定するユーザ定義ファイルとユーザ定義ファイルに関する
注意事項について説明します。
設定するファイルは，使用する Web サーバによって異なります。共通のユーザ定義ファ
イルと，Web サーバごとのユーザ定義ファイルを分けて説明します。なお，ユーザ定義
ファイルのうち，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。ほかのユーザ定義ファイルの詳細については，マニュアル
「Cosminexus

！

リファレンス

定義編」を参照してください。

注意事項
Web Redirector を使用して Web リダイレクタ環境を構築する場合は，各ユーザ定義ファイ
ルの格納ディレクトリの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC または /opt/
Cosminexus/CC」を，
「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CCR または /opt/
Cosminexus/CCR」と読み替えてください。

（1） 共通のユーザ定義ファイル
Hitachi Web Server，Microsoft IIS を使用する場合で共通のユーザ定義ファイルを次に
示します。
● workers.properties（ワーカ定義ファイル）
ワーカの定義，およびワーカごとのパラメタを設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector¥workers.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/workers.properties
● usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
リダイレクタからのリクエストを Web コンテナで受信するときの通信タイムアウトを
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設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥< サーバ
名称 >¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/ejb/< サーバ名称 >/usrconf.properties

（2） Hitachi Web Server を使用する場合のユーザ定義ファイル
Hitachi Web Server を使用する場合のユーザ定義ファイルを次に示します。
● mod_jk.conf（リダイレクタ動作定義ファイル）
Hitachi Web Server でのリダイレクタの動作を設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥mod_jk.conf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf
● httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）
Hitachi Web Server の動作環境を定義するディレクティブ（Web サーバの実行環境を
定義するパラメタ）を設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥httpsd¥conf¥httpsd.conf
• UNIX の場合
/opt/hitachi/httpsd/conf/httpsd.conf

（3） Microsoft IIS を使用する場合のユーザ定義ファイル
Microsoft IIS を使用する場合のユーザ定義ファイルを次に示します。
● uriworkermap.properties（マッピング定義ファイル）
Microsoft IIS での URL パターンとワーカのマッピングを設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector¥uriworkermap.properties
● isapi_redirect.conf（リダイレクタ動作定義ファイル）
Microsoft IIS でのリダイレクタの動作を設定します。
ファイルの格納場所を次に示します。
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector¥isapi_redirect.conf
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（4） 注意事項
ユーザ定義ファイルに関する注意事項を次に示します。
• 上書きインストールの場合，ユーザ定義ファイルは上書きされません。
• アップグレードインストールの場合のワーカ定義ファイル，および Web サーバ定義
ファイルの処理については，
「付録 A Cosminexus Version 6 および Cosminexus
Version 7 からの移行」を参照してください。
• リダイレクタの定義ファイルの 1 行の最大文字数は，1,023 文字です。この文字数内
で定義してください。
• 次のユーザ定義ファイルで，同じ名称のパラメタが複数指定されている場合は，最初
に指定されたパラメタの値を使用して動作します。
• isapi_redirect.conf
• workers.properties
• uriworkermap.properties
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18.2 リダイレクタを使用したリクエストの振
り分けの設定
この節では，リダイレクタを使用したリクエストの振り分けの設定について説明します。
リダイレクタを使用したリクエストの振り分けでは，Web サーバあての HTTP リクエス
トのうち，特定のリクエストを指定した Web コンテナに処理させたり，複数の Web コ
ンテナにリクエストを振り分けて処理させたりします。機能の詳細については，マニュ
アル「Cosminexus 機能解説」の Web サーバ（リダイレクタ）によるリクエストの振
り分けに関する説明を参照してください。
リダイレクタを使用してリクエストを振り分ける方法には，次の 3 種類があります。
• URL パターンでのリクエスト振り分け
• ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分け
• POST データサイズでのリクエスト振り分け
それぞれの方法でリクエストを振り分けるための設定について説明します。

18.2.1

リクエストの振り分け方法を設定するユーザ定義
ファイル

リクエストを振り分けるためには，次のユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで
編集して，ワーカ，URL パターンとワーカのマッピング，リダイレクタの動作を設定し
ます。
● workers.properties
ワーカの定義，およびワーカごとのパラメタを設定します。
● mod_jk.conf（Hitachi Web Server の場合）
Hitachi Web Server へのリクエストでどの URL パターンが Web コンテナへ転送され
るかという URL パターンとワーカのマッピング，リダイレクタの動作を設定します。
● uriworkermap.properties（Microsoft IIS の場合）
Microsoft IIS へのリクエストでどの URL パターンが Web コンテナへ転送されるかと
いう URL パターンとワーカのマッピングを設定します。
● isapi_redirect.conf（Microsoft IIS の場合
Microsoft IIS でのリダイレクタの動作を設定します。

18.2.2

URL パターンでのリクエスト振り分けの設定

HTTP リクエストに含まれる URL パターンによってリクエストを振り分けることで，特
定の処理だけを Web コンテナに実行させたり，複数の Web コンテナに処理内容に応じ
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て振り分けたりできます。

（1） 設定の手順
URL パターンによるリクエストの振り分けは，次の手順で設定します。
1. workers.properties でワーカを定義します。
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（「ajp13」を設定），ポート番号，ホスト名など
を設定します。
標準で提供される workers.properties には，デフォルト値が定義されています。コメ
ントとして定義されているデフォルトの定義を使用する場合は，該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
2. Hitachi Web Server を使用する場合は，mod_jk.conf で URL パターンとワーカのマッ
ピングを定義します。Microsoft IIS を使用する場合は，uriworkermap.properties で
URL パターンとワーカのマッピングを定義します。
すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてくださ
い。
3. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「18.8 Hitachi Web Server を使用するための設定」
，
または「18.9

Microsoft IIS を使用するための設定」を参照してください。

（2） 設定例
URL パターンでのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。
図 18-1

URL パターンでのリクエスト振り分けの例

この例では，ホスト A には Web アプリケーション「app1」，ホスト B には Web アプリ
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ケーション「app2」がそれぞれデプロイされています。処理したい Web アプリケーショ
ン名をリクエストの URL パターンに含めることで，「/app1/*」という URL パターンを
持つリクエストはホスト A で，「/app2/*」という URL パターンを持つリクエストはホス
ト B で処理できるようにします。ホスト A のワーカ名は「worker1」，ホスト B のワー
カ名は「worker2」です。
workers.properties の例を次に示します。ここでは，複数の Web コンテナへリクエスト
を振り分けるので，Web サーバに登録したリダイレクタに，複数の Web コンテナのワー
カを振り分け先として指定します。
workers.properties の例（Windows の場合）
worker.list=worker1,worker2
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.cachesize=64
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.cachesize=64
workers.properties の例（UNIX の場合）
worker.list=worker1,worker2
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
mod_jk.conf および uriworkermap.properties の例を次に示します。ここでは，「/app1/
*」という URL パターンと「worker1」，
「/app2/*」という URL パターンと「worker2」
とをマッピングします。
mod_jk.conf の例（Hitachi Web Server の場合）
JkMount /app1/* worker1
JkMount /app2/* worker2
uriworkermap.properties の例（Microsoft IIS の場合）
/app1/*=worker1
/app2/*=worker2

18.2.3

ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの設定

振り分け先となるワーカのリストをロードバランサに定義することで，ラウンドロビン
方式でワーカにリクエストを振り分けます。
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振り分け先となる各ワーカに負荷分散値を設定して，リクエスト振り分けの比率を定義
すると，ホストごとの負荷の割合を調整できます。リダイレクタは，この比率で HTTP
リクエスト単位にラウンドロビンでリクエストを振り分けるので，比率が高いワーカほ
ど転送されるリクエストの割合が多くなります。ただし，同じセッションに属する
HTTP リクエストは前回と同じワーカに振り分けられます。

（1） 設定の手順
ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けは，次の手順で設定します。
1. workers.properties でロードバランサ，およびワーカを定義します。
ロードバランサの定義
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（
「lb」を設定）
，負荷分散の対象となるワー
カのリストなどを設定します。
各ワーカの定義
ワーカのタイプ（
「ajp13」を設定）
，ポート番号，ホスト名，負荷分散値などを
設定します。
標準で提供される workers.properties には，デフォルト値が定義されています。コメ
ントとして定義されているデフォルトの定義を使用する場合は，該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
2. Hitachi Web Server を使用する場合は，mod_jk.conf で URL パターンとワーカのマッ
ピングを定義します。Microsoft IIS を使用する場合は，uriworkermap.properties で
URL パターンとワーカのマッピングを定義します。
すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてくださ
い。
3. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「18.8 Hitachi Web Server を使用するための設定」
，
または「18.9

Microsoft IIS を使用するための設定」を参照してください。

注意事項
• リダイレクタで負荷分散を使用する場合に，あるワーカで障害を検出すると，障
害を検出してから 60 秒間はそのワーカはリダイレクト先ワーカの選択肢から除外
されます。そのため，障害が回復しても，最大で 60 秒間はそのワーカが使用され
ない場合があります。
• Microsoft IIS を使用してリダイレクタが動作するワーカプロセスを複数に設定し
た場合，ワーカプロセスを 2 以上に設定していると，workers.properties の最初
に定義したワーカによって多く割り振られます。また，リクエストがどのサーバ
プロセスに割り振られるかは Microsoft IIS の制御によるため，同じ負荷分散値を
指定してもラウンドロビンにならないことがあります。
• UNIX の場合，Hitachi Web Server のサーバプロセスを負荷に応じて生成・消滅
させているときは，workers.properties の最初に定義したワーカによって多く割
り振られます。また，サーバプロセス数を固定にしても，リクエストがどのサー
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バプロセスに割り振られるかは不定のため，同じ負荷分散値を指定してもラウン
ドロビンにならないことがあります。サーバプロセスは，消滅しなければ負荷に
応じて増えてもよいため，サーバプロセスが短時間で生成・消滅しないように
ディレクティブを指定する必要があります。
Hitachi Web Server の httpsd.conf のディレクティブが次に示す条件を満すよう
に，指定してください。
条件

意味

MaxSpareServers ≧ MaxClients

サーバプロセスは MaxClients まで増加し，処理終了後も
常駐します。

MaxRequestsPerChild 10000

HTTP リクエストを 10,000 回処理後，リフレッシュのため
にサーバプロセスを終了させます（10,000 は推奨値）
。振り
分け先の J2EE サーバまたは Web コンテナサーバ数に対し
て十分に大きな値を指定します。

StartServers = MaxClients

最初に全サーバプロセスを起動しておく場合に指定します。

ディレクティブの指定例
StartServers 256
MaxClients 256
MaxSpareServers 256
MaxRequestsPerChild 10000

（2） 設定例
ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。
図 18-2

ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分けの例
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この例では，「/examples」以下のリクエストがホスト A，ホスト B に同じ比率で振り分
けます。ホスト A のワーカ名は「worker1」
，ホスト B のワーカ名は「worker2」です。
workers.properties の例を次に示します。ここでは，ロードバランサとワーカを定義し
ます。リクエストを同じ比率で振り分けるので，「worker1」と「worker2」の負荷分散
値はどちらも「1」を指定します。
workers.properties の例（Windows の場合）
worker.list=loadbalancer1
worker.loadbalancer1.balanced_workers=worker1,worker2
worker.loadbalancer1.type=lb
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.cachesize=64
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.cachesize=64
worker.worker2.lbfactor=1
workers.properties の例（UNIX の場合）
worker.list=loadbalancer1
worker.loadbalancer1.balanced_workers=worker1,worker2
worker.loadbalancer1.type=lb
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.lbfactor=1
mod_jk.conf および uriworkermap.properties の例を次に示します。ここでは，ロード
バランサ名「loadbalancer1」を指定します。
mod_jk.conf の例（Hitachi Web Server の場合）
JkMount /examples/* loadbalancer1
uriworkermap.properties の例（Microsoft IIS の場合）
/examples/*=loadbalancer1
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POST データサイズでのリクエストの振り分けの設
定

振り分け先となるワーカのリストを POST リクエスト振り分けワーカに定義することで，
POST データサイズでワーカにリクエストを振り分けます。
振り分け先となる POST リクエスト転送先ワーカに，POST データサイズの上限値を設
定して，リクエスト振り分け先を定義します。これによって，特定のホストに，処理に
時間が掛かる長大な POST データサイズのリクエストの処理を振り分けられます。リダ
イレクタは，HTTP リクエスト単位に POST データサイズの上限値で振り分けるので，
長大な POST データ以外のリクエストのスループットの低下や，レスポンス時間の低下
を防ぐことができます。なお，POST データサイズの上限値が設定されている場合は，
同じセッションに属する HTTP リクエストであっても，POST データサイズの値が優先
されます。

！

注意事項
Microsoft IIS と連携する場合，POST データサイズによるリクエストの振り分けは設定でき
ません。

（1） 設定の手順
POST データサイズでのリクエスト振り分けは，次の手順で設定します。
1. workers.properties で POST リクエスト振り分けワーカ，および POST リクエスト転
送先ワーカを定義します。
POST リクエスト振り分けワーカの定義
ワーカ名のリスト，ワーカのタイプ（「post_size_lb」を設定）
，POST データサ
イズによる振り分けの対象となるワーカのリストなどを設定します。
必要に応じて，デフォルトワーカも設定します。
各 POST リクエスト転送先ワーカの定義
ワーカのタイプ（「ajp13」を設定）
，ポート番号，ホスト名，POST データサイ
ズの上限値などを設定します。
標準で提供される workers.properties には，デフォルト値が定義されています。コメ
ントとして定義されているデフォルトの定義を使用する場合は，該当する行の先頭の
「#」を削除してください。
2. mod_jk.conf で URL パターンとワーカのマッピングを定義します。
すでにマッピングが定義されている場合は，定義を削除，または置き換えてくださ
い。
3. Web サーバの環境を設定して，Web サーバを再起動します。
Web サーバの設定については，
「18.8

Hitachi Web Server を使用するための設定」
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を参照してください。

（2） 設定例
POST データサイズでのリクエスト振り分けの例を次の図に示します。ここでは，リク
エストを限定できない場合を例に説明します。
図 18-3

POST データサイズでのリクエスト振り分けの例

この例では，「/examples」以下のリクエストのうち，POST データサイズが 100 メガバ
イト未満のリクエストをホスト A，POST データサイズが 100 メガバイト以上 200 メガ
バイト未満のリクエストをホスト B に振り分けます。リクエストの振り分け条件に満た
ないリクエストは，デフォルトワーカに設定したホスト A に振り分けます。ホスト A の
ワーカ名は「worker1」，ホスト B のワーカ名は「worker2」です。リクエストの振り分
け条件については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の POST データサイズでのリ
クエストの振り分けに関する説明を参照してください。
workers.properties の例を次に示します。ここでは，POST リクエスト振り分けワーカ，
POST リクエスト転送先ワーカおよびデフォルトワーカを定義します。POST データサ
イズの上限値は，「worker1」に「100m」，
「worker2」に「2048m」（POST データサイ
ズの上限値の最大値）を指定します。デフォルトワーカには，「worker1」を指定します。
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workers.properties の例（Windows の場合）
worker.list=postsizelb1
worker.postsizelb1.post_size_workers=worker1,worker2
worker.postsizelb1.type=post_size_lb
worker.postsizelb1.default_worker=worker1
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.cachesize=64
worker.worker1.post_data=100m
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.cachesize=64
worker.worker2.post_data=2048m
workers.properties の例（UNIX の場合）
worker.list=postsizelb1
worker.postsizelb1.post_size_workers=worker1,worker2
worker.postsizelb1.type=post_size_lb
worker.postsizelb1.default_worker=worker1
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.host=hostA
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.post_data=100m
worker.worker2.port=8007
worker.worker2.host=hostB
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.post_data=2048m
mod_jk.conf の例を次に示します。ここでは，POST リクエスト振り分けワーカ
「postsizelb1」を指定します。
mod_jk.conf の例
JkMount /examples/* postsizelb1

参考
POST データサイズの上限値は，httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）の
LimitRequestBody ディレクティブでも設定できます。LimitRequestBody ディレクティブ
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。
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18.3 通信タイムアウトの設定
この節では，クライアント− Web サーバ間，および Web サーバ（リダイレクタ）−
Web コンテナ間の通信タイムアウトの設定について説明します。
通信タイムアウトは，リクエストの送受信時，またはレスポンスの送受信時に設定しま
す。リクエスト送受信時およびレスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定について
それぞれ説明します。機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の
Web コンテナおよび Web サーバでの通信タイムアウトの設定に関する説明を参照してく
ださい。
なお，通信タイムアウトは，EJB を呼び出す EJB クライアント側でも設定できます。
EJB クライアント側での設定は，J2EE アプリケーション開発時に設定します。設定方
法については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の RMI-IIOP 通信のタイムアウト
に関する説明を参照してください。

18.3.1

リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定

リクエスト送受信時の通信タイムアウトは，クライアント− Web サーバ間，リダイレク
タ− Web コンテナ間に設定します。リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定場所
について，次の図に示します。
図 18-4

リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設定場所

図について説明します。なお，図中の番号と説明の番号は対応しています。
1. Web サーバでのリクエスト受信時（クライアント− Web サーバ）
Web サーバでは，クライアントから転送されたリクエストの受信処理の時間に，タイ
ムアウトを設定できます。
2. リダイレクタでのリクエスト送信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
リダイレクタでは，Web コンテナへのリクエスト送信処理の時間に，タイムアウトを
設定できます。
3. Web コンテナでのリクエスト受信時（リダイレクタ− Web コンテナ）
Web コンテナでは，リダイレクタから転送されたリクエストの受信処理の時間に，タ
イムアウトを設定できます。
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それぞれの場合での通信タイムアウトの設定方法について説明します。

（1） Web サーバでのリクエスト受信時の設定
クライアントからのリクエストを Web サーバで受信するときの通信タイムアウトは，
Web サーバに設定します。Web サーバには，Hitachi Web Server または Microsoft IIS
のどちらかを使用できます。
（a） 設定方法
クライアントから転送されたリクエストの受信処理の通信タイムアウトを，次のファイ
ルに設定してください。
● httpsd.conf（Hitachi Web Server の場合）
Timeout ディレクティブに，クライアントからのリクエスト受信処理の待ち時間
（秒）を設定します。Timeout ディレクティブのデフォルト値は 300 秒です。なお，
ここに設定する値は，クライアントへのデータ送信処理に対する通信タイムアウトと
共用です。クライアントへのデータ送信処理に対する通信タイムアウトについては，
「18.3.2(3) Web サーバでのレスポンス送信時の設定」を参照してください。
● isapi_redirect.conf（Microsoft IIS の場合）
receive_client_timeout キーに，クライアントからのリクエスト受信処理の待ち時間
（秒）を設定します。
（b） 設定時の注意
Web サーバでのリクエスト受信時に設定するタイムアウト値については，クライアント
− Web サーバ間のネットワーク構成，およびトラフィックの状態を考慮し，障害が発生
したと判断できる時間を設定してください。

（2） リダイレクタでのリクエスト送信時の設定
リダイレクタから Web コンテナにリクエストを送信するときには，Web コンテナとのコ
ネクションを確立してからリクエストを送信します。リダイレクタから Web コンテナに
リクエストを送信するときの通信タイムアウトは，コネクション確立時，およびリクエ
スト送信時に設定できます。また，コネクションの確立およびリクエストヘッダの送信
に失敗した場合のリトライ回数を設定できます。
（a） 設定方法
リダイレクタからの，コネクション確立およびリクエスト送信処理の通信タイムアウト
およびリトライ回数を，次のファイルに設定してください。
● mod_jk.conf（Hitachi Web Server の場合）
• コネクション確立の通信タイムアウト
JkConnectTimeout キーに，Web コンテナへのコネクション確立処理の待ち時間
（秒）を設定します。JkConnectTimeout キーのデフォルト値は 30 秒です。
• リクエスト送信処理のタイムアウト

735

18.

Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環境の場合）

JkSendTimeout キーに，Web コンテナへのリクエスト送信処理の待ち時間（秒）
を設定します。JkSendTimeout キーのデフォルト値は 100 秒です。
• コネクション確立およびリクエスト送信のリトライ回数
JkRequestRetryCount キーに，Web コンテナへのコネクション確立およびリクエ
スト送信のリトライ回数を設定します。JkRequestRetryCount キーのデフォルト値
は 3 回です。
● isapi_redirect.conf（Microsoft IIS の場合）
• コネクション確立処理の通信タイムアウト
connect_timeout キーに，Web コンテナへのコネクション確立処理の待ち時間（秒）
を設定します。connect_timeout キーのデフォルト値は 30 秒です。
• リクエスト送信処理のタイムアウト
send_timeout キーに，Web コンテナへのリクエスト送信処理の待ち時間（秒）を
設定します。send_timeout キーのデフォルト値は 100 秒です。
• コネクション確立およびリクエスト送信のリトライ回数
request_retry_count キーに，Web コンテナへのコネクション確立およびリクエス
ト送信のリトライ回数を設定します。request_retry_count キーのデフォルト値は 3
回です。
（b） 設定時の注意
リダイレクタでのリクエスト送信時に設定する通信タイムアウト値，およびリトライ回
数については，次の点に考慮して設定してください。
• リトライ回数には，初回のコネクション確立およびリクエスト送信が含まれます。こ
のため，初回のコネクション確立またはリクエスト送信処理で失敗した場合，コネク
ション確立またはリクエスト送信処理のリトライは，2 回目としてカウントされます。
• コネクション確立およびリクエスト送信処理の通信タイムアウト時間に 0 を指定した
場合，または TCP が持つコネクション確立およびデータ送信の再送タイマより長い時
間を設定した場合は，通信タイムアウト時間は TCP の持つタイムアウト時間が適用さ
れます。

（3） Web コンテナでのリクエスト受信時の設定
リダイレクタからのリクエストを Web コンテナで受信するときの通信タイムアウトは，
Web コンテナに設定します。
（a） 設定方法
リダイレクタから転送されたリクエストの受信処理の通信タイムアウトを，次のファイ
ルに設定してください。
● usrconf.properties
webserver.connector.ajp13.receive_timeout キーに，リダイレクタからのリクエスト
受信処理の待ち時間（秒）を設定します。
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（b） 設定時の注意
Web コンテナでのリクエスト受信時に設定するタイムアウト値については，次の点に考
慮して設定してください。
• Web サーバのリクエスト受信時のタイムアウトに設定した時間より，大きい値を設定
してください。
Web サーバのリクエスト受信時のタイムアウトに設定した時間より，小さい値を設定
しているときに，クライアントや，クライアント− Web サーバ間でネットワーク障害
が発生すると，Web サーバより先に Web コンテナでタイムアウトが発生してしまい
ます。この場合，障害が発生したのが，Web サーバ側であるのか，クライアント側で
あるのかが判別できなくなります。
• クライアントからのデータ受信が必要な場合，クライアントとの通信速度を考慮して，
データ受信ができる時間を設定してください。
• リダイレクタでの Web コンテナへのデータの送信時に障害が発生した場合，TCP の
再送タイマでのタイムアウトによって障害が検知されます。
なお，UNIX の場合，タイムアウトまでの時間は，OS によって異なります。

18.3.2

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定

レスポンス送受信時の通信タイムアウトは，Web コンテナ−リダイレクタ間，Web サー
バ−クライアント間に設定します。レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定場所
について，次の図に示します。
図 18-5

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設定場所

図について説明します。なお，図中の番号と説明の番号は対応しています。
1. Web コンテナでのレスポンス送信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
Web コンテナでのレスポンス送信時にタイムアウトを設定します。
2. リダイレクタでのレスポンス受信時（Web コンテナ−リダイレクタ）
リダイレクタでのレスポンス受信時に，タイムアウトを設定します。
3. Web サーバでのレスポンス送信時（Web サーバ−クライアント）
Web サーバでのレスポンス送信時に，タイムアウトを設定します。
それぞれの場合での通信タイムアウトの設定方法について説明します。

737

18.

Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環境の場合）

（1） Web コンテナでのレスポンス送信時の設定
Web コンテナからリダイレクタにレスポンス送信処理するときの通信タイムアウトは，
Web コンテナに設定します。Web コンテナからのレスポンス送信時の待ち時間は，次の
ファイルに，を設定してください。
● usrconf.properties
webserver.connector.ajp13.send_timeout キーに，Web コンテナからのレスポンス送
信時のタイムアウト時間（秒）を設定します。デフォルト値は 600 秒です。

（2） リダイレクタでのレスポンス受信時の設定
Web コンテナからのレスポンスを受信するときの通信タイムアウトをリダイレクタに設
定します。
（a） 設定方法
次のファイルに，Web コンテナからのレスポンス待ち時間を設定してください。
● workers.properties
worker.< ワーカ名 >.receive_timeout キーに，ワーカごとのレスポンス待ち時間（秒）
を設定します。J2EE アプリケーション単位で通信タイムアウトを設定したい場合は，
J2EE アプリケーションごとにワーカを定義してマッピングしてください。
（b） 設定時の注意
リダイレクタでのレスポンス受信時のタイムアウトでは，Web アプリケーションの障害
を検知できます。そのため，運用状況によっては，Web アプリケーションの処理に必要
となる時間を考慮して，障害検知と判断できる値を通信タイムアウトに設定する必要が
あります。
リダイレクタでのレスポンス受信時に設定するタイムアウト値については，次の点に考
慮して設定してください。
• 通信タイムアウトには，Web アプリケーションの処理に必要な時間より長い時間を設
定してください。
設定したタイムアウトの時間が，Web アプリケーションの処理時間より短い場合，
Web アプリケーションは正常に処理されていても，リダイレクタ側ではタイムアウト
が発生したと判断して，クライアントにエラーが返されます。
• Web コンテナのピーク時の，同時実行スレッド数の制御による待ち時間を考慮してく
ださい。
同時実行スレッド数の制御によって，Web コンテナのピーク時には，処理待ちリクエ
ストの発生が考えられます。このため，サーバ管理コマンドを使用して同時実行ス
レッド数の制御を設定している場合，リクエストの処理時間が延長されることも考慮
して，通信タイムアウトを設定しておく必要があります。サーバ管理コマンドでの同
時実行スレッド数の制御の設定については，
「4.4 同時実行スレッド数の制御の設定」
を参照してください。
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• Web コンテナでのリダイレクタへのデータの送信時に障害が発生した場合，TCP の再
送タイマでのタイムアウトによって障害が検知されます。
なお，UNIX の場合，タイムアウトまでの時間は，OS によって異なります。

（3） Web サーバでのレスポンス送信時の設定
クライアントにレスポンスを送信するときの通信タイムアウトを Web サーバに設定でき
ます。
（a） 設定方法
次のファイルに，クライアントからのレスポンス待ち時間を設定してください。
● httpsd.conf（Hitachi Web Server の場合）
Timeout ディレクティブに通信タイムアウトを設定してください。なお，Timeout
ディレクティブで指定する通信タイムアウトは，リクエスト受信処理に対する通信タ
イムアウトおよびレスポンス送信処理に対する通信タイムアウトの両方の時間として
指定します。このため，リクエスト受信処理の通信タイムアウトとレスポンス送信処
理の通信タイムアウトで異なる時間を設定することはできません。
クライアントからのリクエスト受信処理に対する通信タイムアウトについては，
「18.3.1(1) Web サーバでのリクエスト受信時の設定」を参照してください。
● MinFileBytesPerSec プロパティ（Microsoft IIS の場合）
MinFileBytesPerSec プロパティに通信タイムアウトを設定してください。
MinFileBytesPerSec プロパティには，Web サーバからクライアントへ送信するレス
ポンスデータのスループット（バイト / 秒）を指定します。レスポンスデータのス
ループットが MinFileBytesPerSec に設定した値を下回った場合に，通信タイムアウ
トが発生します。なお，通信タイムアウトのデフォルトは 240 バイト / 秒です。
設定の詳細については，Microsoft IIS のマニュアルを参照してください。
（b） 設定時の注意
Web サーバでのレスポンス送信時に設定するタイムアウト値については，クライアント
− Web サーバ間のネットワーク構成，およびトラフィックの状態を考慮し，クライアン
トとデータの送受信をするのに十分な時間を設定してください。
また，Web サーバでのレスポンス送信時のタイムアウトは，Web コンテナでのレスポン
ス送信時のタイムアウト値よりも小さな値を設定してください。Web サーバでのレスポ
ンス送信時のタイムアウトを，Web コンテナでのレスポンス送受信時のタイムアウト値
よりも大きな値を設定しているときに，クライアント− Web サーバ間で障害が発生する
と，Web サーバでのクライアントへのレスポンス送信のタイムアウトよりも先に，Web
コンテナでのリダイレクタへのレスポンス送信でタイムアウトが発生するおそれがあり
ます。この場合，障害が発生したのが，クライアント− Web サーバ間か，リダイレクタ
− Web コンテナ間か判別できなくなります。
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18.4 エラーページのカスタマイズの設定
この節では，エラーページのカスタマイズの設定について説明します。
エラーが発生したときに，エラーステータスコードが表示されたエラーページの代わり
にユーザが作成したエラーページを表示させるためには，ユーザが作成したエラーペー
ジを特定のエラーステータスコードと対応づけます。該当するエラーステータスコード
のエラーが発生した場合には，Hitachi Web Server に設定された情報を基に，エラース
テータスコードに対応したエラーページをクライアントに送信します。機能の詳細につ
いては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のエラーページのカスタマイズに関する
説明を参照してください。
なお，エラーページのカスタマイズは，Web サーバが Hitachi Web Server の場合だけ使
用できます。Microsoft IIS では使用できません。

（1） 設定方法
エラーステータスコードとエラーページとの対応づけは，次のファイルで定義します。
● workers.properties
worker.< ワーカ名 >.delegate_error_code キーに，エラーページに対応づけたい，エ
ラーステータスコードを設定します。
● httpsd.conf
ErrorDocument ディレクティブで，エラーステータスコードと，対応するエラーペー
ジのファイル名を対応づけます。

workers.properties 設定時の注意事項
• エラーステータスコードは，ワーカ単位で指定します。
• エラーステータスコードを指定できるワーカのタイプは，
「ajp13」だけです。
ワーカのタイプが「lb」（ラウンドロビンに基づく負荷分散をするときの設定）の
場合，指定した内容は無視されます。
• 指定できるエラーステータスコードは，次の表のとおりです。これ以外のエラー
ステータスコードにエラーページを対応づけることはできません。
表 18-2

エラーページと対応づけできるエラーステータスコード

エラーステータスコード

説明句

400

Bad Request

401

Unauthorized

402

Payment Required

403

Forbidden

404

Not Found
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エラーステータスコード

説明句

405

Method Not Allowed

406

Not Acceptable

407

Proxy Authentication Required

408

Request Time-out

409

Conflict

410

Gone

411

Length Required

412

Precondition Failed

413

Request Entity Too Large

414

Request-URI Too Long

415

Unsupported Media Type

416

Requested Range Not Satisfiable

417

Expectation Failed

422

Unprocessible Entity

423

Locked

424

Failed Dependency

500

Internal Server Error

501

Not Implemented

502

Bad Gateway

503

Service Unavailable

504

Gateway Time-out

505

HTTP Version not supported

507

Insufficient Storage

510

Not Extended

ErrorDocument ディレクティブ指定時の注意事項
• ErrorDocument ディレクティブにローカル URL を使用する場合には，リダイレ
クタが Web コンテナに転送しない URL を指定する必要があります。
• ルートコンテキストの使用時など，リダイレクタの設定で「/*」という URL パ
ターンをワーカにマッピングしている場合，すべてのリクエストが Web コンテナ
に転送されます。そのため，ErrorDocument ディレクティブには，Web コンテナ
上のリソースを，完全 URL を使用して設定してください。
ルートコンテキストを使用する場合で，エラーステータスコード 404 発生時に，
Web コンテナ上のルートコンテキスト配下の error404.jsp を表示させるための設
定例を次に示します。hostA は，Web サーバ稼働ホストです。
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ErrorDocument 404 http://hostA/error404.jsp
また，このとき Web コンテナが停止している場合には，リダイレクタはエラース
テータスコード 500 のエラーを返します。このため，Web コンテナが停止してい
る際のエラーページをカスタマイズするには，ErrorDocument ディレクティブ
で，エラーステータスコード 500 に対して別の Web サーバのリソースを，完全
URL で指定する必要があります。

（2） 設定例
エラーページのカスタマイズの例を次に示します。
workers.properties の例
# ワーカ定義ファイルの記述
worker.list=worker1
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.host=host1
worker.worker1.port=8007
worker.worker1.delegate_error_code=404

worker.< ワーカ名 >.delegate_error_code キーに，エラーステータスコード「404
（Not Found）
」を定義しています。
httpsd.conf の例
# httpsd.confの記述#
#
：
ErrorDocument 404 /missing.html

エラーステータスコードと，対応するエラーページのファイル名を対応づけます。
エラーステータスコード「404（Not Found）」のエラーが発生した場合に，
missing.html ファイルを表示するようになります。
ErrorDocument ディレクティブの詳細については，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。

（3） 注意事項
• Microsoft IIS を使用している場合に，workers.properties にこの機能の設定をしても
無視されます。
• Servlet 2.3 仕様に対応した Web アプリケーションでは，サーブレットの仕様で規定
されている web.xml の <error-page> タグによるカスタムエラー機能を使用している
場合，Web コンテナは <error-page> タグに記述されているページへのアクセス結果
をステータスコードとして返却します。このため，<error-page> タグに記述されてい
るページへのアクセスでエラーが発生しない場合には，この機能は動作しません。
• エラーページの生成を委任するエラーステータスコードが workers.properties だけに
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定義されている（httpsd.conf の ErrorDocument ディレクティブを定義していない）
場合，そのエラーステータスコードのエラーが発生したときに返却されるエラーペー
ジは，Hitachi Web Server が自動生成したページになります。
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18.5 ドメイン名指定でトップページを表示す
るための設定
この節では，ドメイン名指定でトップページを表示するための設定について説明します。
デプロイした Web アプリケーションにアクセスするとき，URL にドメイン名を指定す
るだけで，index.html や index.jsp などの，Web アプリケーションのトップページを表
示させることができます。なお，機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機
能解説」のドメイン名指定でのトップページの表示に関する説明を参照してください。

（1） 設定方法
ドメイン名指定でトップページを表示するための設定方法を次に示します。
1. ルートコンテキストを設定します。
ルートコンテキストとは，コンテキストルートに名称が指定されていないコンテキス
トのことです。ルートコンテキストの指定は，動作モードによって異なります。
サーバ管理コマンドを使用して J2EE アプリケーションのプロパティを定義するとき
にルートコンテキストを指定します。コンテキストルートとしてルートコンテキスト
を設定する場合は，空文字を指定します。J2EE アプリケーションのコンテキスト
ルート定義については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイ
ド」を参照してください。
2. リダイレクタで，ルートコンテキストへのリクエストの振り分けを設定します。
ルートコンテキストへのリクエストの振り分けは，Web サーバに Hitachi Web
Server を使用している場合は mod_jk.conf に，Microsoft IIS を使用している場合は
isapi_redirect.conf に指定します。

（2） 設定例
ルートコンテキストへのリクエストの振り分けの設定例について説明します。
URL にドメイン名を指定するだけで，Web アプリケーションのトップページを表示させ
るためには，リダイレクタの URL マッピング定義で，ルートコンテキストにリクエスト
が振り分けられるように設定してください。例えば，ルートコンテキストは「worker1」
に，「/examples」は worker2 に振り分ける場合には，次のように指定します。
mod_jk.conf の例（Hitachi Web Server の場合）
JkMount /* worker1
JkMount /examples/* worker2
uriworkermap.properties の例（Microsoft IIS の場合）
/*=worker1
/examples/*=worker2
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18.6 Web コンテナにゲートウェイ情報を通知
するための設定
この節では，ゲートウェイ指定機能を使用するための設定について説明します。
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，ゲートウェイ指定機能を使用することで，Web コンテナに
ゲートウェイ情報を通知し，Web アプリケーションのトップページや Form 認証画面に
正しくリダイレクトできるようになります。なお，機能の詳細については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の Web コンテナへのゲートウェイ情報の通知に関する説明を
参照してください。

（1） 設定方法
ゲートウェイ指定機能を使用するための設定方法を次に示します。
1. ゲートウェイのホスト名・ポート番号・リダイレクト先 URL のスキームを，リダイ
レクタごとに指定します。
2. Web サーバを再起動します。
なお，ゲートウェイのホスト名・ポート番号・リダイレクト先 URL のスキームは，Web
サーバに Hitachi Web Server を使用している場合は mod_jk.conf に，Microsoft IIS を使
用している場合は isapi_redirect.conf に指定します。指定するキーはそれぞれ次のとお
りです。
● mod_jk.conf の場合
ホスト名：JkGatewayHost キー
ポート番号：JkGatewayPort キー
リダイレクト先 URL のスキーム：JkGatewayHttpsScheme キー
● isapi_redirect.conf の場合
ホスト名：gateway_host キー
ポート番号：gateway_port キー
リダイレクト先 URL のスキーム：gateway_https_scheme キー

（2） 設定例
ゲートウェイ指定機能の設定例を次に示します。
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図 18-6

ゲートウェイ指定機能の設定例

この例では，クライアントと Web サーバの間に SSL アクセラレータを配置しています。
クライアントから SSL アクセラレータへのアクセスが HTTPS の場合でも，SSL アクセ
ラレータから Web サーバへのアクセスは HTTP となるため，Web コンテナは HTTP に
よるアクセスであると認識します。このため，Web アプリケーションのトップページや
Form 認証画面へのリダイレクト先 URL のスキームは HTTP となります。この場合，
ゲートウェイ指定機能を使用して，スキームを常に HTTPS とみなすように指定するこ
とで，正しくリダイレクトできるようになります。
mod_jk.conf，および isapi_redirect.conf の例を次に示します。ここでは，リダイレクト
先 URL のスキームを常に HTTPS とみなすように mod_jk.conf の
JkGatewayHttpsScheme キーで「On」
，isapi_redirect.conf の gateway_https_scheme
キーで「true」を指定します。
mod_jk.conf の例（Hitachi Web Server の場合）
JkGatewayHost host1
JkGatewayPort 4443
JkGatewayHttpsScheme On
isapi_redirect.conf の例（Microsoft IIS の場合）
gateway_host=host1
gateway_port=4443
gateway_https_scheme=true
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18.7 リダイレクタのログ取得の設定
この節では，リダイレクタの出力するログの出力先やログ出力レベルなどの変更につい
て説明します。なお，ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus
リファレンス

定義編」を参照してください。

リダイレクタが出力するログは，メッセージログと保守用トレースログの二つに分けて
出力されます。メッセージログには，障害発生時のログなどのメッセージが出力されま
す。保守用トレースログには，HTTP リクエストを受信し，レスポンスを送信するまで
のトレース情報が出力されます。
保守用トレースログのログサイズは，見積もりの計算式に従い，障害発生時から障害を
検知しログを収集するまで保持されるサイズにカスタマイズすることをお勧めします。
注意事項
• ログファイル初期化処理の開始時および終了時には，メッセージログにそれぞれ
KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されます。Web サーバの起動
時には，ログファイル初期化処理が正常に終了したことを確認するため，メッ
セージログに KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されていること
を確認してください。
• UNIX の場合，mod_jk.conf ファイルに設定されたファイルサイズ，およびファイ
ル面数のログファイルは，Web サーバとの連携の設定後の初回起動時に作成され
ます。ログファイルの作成は，ログファイルサイズおよびファイル面数に比例し
た処理時間が必要となります。ログファイルサイズを大きく設定した場合，また
はファイル面数を増やした場合などは，ログファイルの作成処理に数分掛かる場
合があります。

（1） Hitachi Web Server の場合
Hitachi Web Server を使用している場合は，mod_jk.conf ファイルでリダイレクタのロ
グ取得の設定を変更できます。なお，UNIX の場合，設定を変更できるのは，root 権限
（Component Container 管理者を設定していない場合），または Component Container
管理者の権限（Component Container 管理者を設定している場合）を持つユーザです。
（a） 変更した設定を有効にする方法
変更した設定を有効にする方法について，OS ごとに説明します。
Windows の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にするには，Hitachi Web Server を
再起動してください。
UNIX の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にする方法は，ファイルサイズまた
はファイル面数の変更の有無によって異なります。
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ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合に，変更したリダイレクタ
のログ取得の設定を有効にする方法を次に示します。
1. Hitachi Web Server を停止します。
2. ログファイルおよび管理ファイルを移動または削除します。
メッセージログファイルの場合：メッセージログファイルおよび HNTRLib
が使用する管理ファイル（<JkLogFilePrefix の設定値 >.mm）を移動，また
は削除します。
保守用トレースログファイルの場合：保守用トレースログファイルおよび
HNTRLib が使用する管理ファイル（<JkTrcaeLogFilePrefix の設定値
>.mm）を移動，または削除します。
3. Hitachi Web Server を再起動します。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合は，Hitachi Web Server
を再起動してください。
（b） 変更できる設定項目
変更できる設定項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次の表に示します。
表 18-3

Hitachi Web Server でのリダイレクタのログ取得の設定項目（ファイル編集と
コマンド実行でのシステム構築）
mod_jk.conf のキー

項目
メッセージログ，保守用トレースログ
のログ出力レベル

JkLogLevel

メッセージログ出力先

JkLogFileDir

メッセージログファイルサイズ

JkLogFileSize

メッセージログファイル面数

JkLogFileNum

メッセージログファイル名のプリ
フィックス

JkLogFilePrefix

保守用トレースログ出力の有無

JkTraceLog

保守用トレースログ出力先

JkTraceLogFileDir ※

保守用トレースログファイルサイズ

JkTraceLogFileSize

保守用トレースログファイル面数

JkTraceLogFileNum

保守用トレースログファイル名のプリ
フィックス

JkTrcaeLogFilePrefix ※

注※

保守用トレースログの出力先とプリフィックスには，同じ値を指定しないでください。同じ

値を指定した場合は，リダイレクタが動作しません。

メッセージログ，および保守用トレースログのデフォルトの出力先
• Windows の場合
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<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs ※
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/logs
注※

新規インストール時には，logs ディレクトリは存在しません。logs ディレク

トリは，Hitachi Web Server の起動時に生成されます。
ログレベルのレベル名
「error」
，「info」，
ログレベルのレベル名には，重要度の高い順に「emerg」※，
「debug」のどれかを指定できます。
• emerg：通常運用時に指定します。常に出力する必要がある重要度の高いメッ
セージだけが出力されます。※
• error：通常運用時に指定します。
• info：テスト時に指定します。
• debug：障害調査時に指定します。
ログレベルは，単独で指定してください（コンマ区切りで複数のログレベルを指定
しないでください）。あるログレベルを指定すると，指定されたログレベルおよびそ
れよりも重要度の高いログが出力されます。
注※ Windows の場合に指定できます。
ログサイズの見積もりの計算式
GET リクエスト，POST リクエストの 1HTTP アクセス当たりのログサイズは，次
の計算式で見積もってください。
• GET による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 1.75 +（平均レスポンスボディサイズ / 16）* 0.25
• POST による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.00 +（平均 POST データサイズ / 16）* 0.5 +（平均レスポンスボディサイズ /
16）* 0.25
なお，単位はすべてキロバイト，除算結果の小数点以下の値はすべて切り捨てです。
また，計算式ではリクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズは，それぞれ 100
バイトとしています。リクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズが 100 バイ
トを超えた場合は，計算式の最初の値に，超える分のサイズを加えて計算してくだ
さい。

（2） Microsoft IIS の場合
Microsoft IIS を使用している場合は，isapi_redirect.conf ファイルでリダイレクタのロ
グ取得の設定を変更できます。
注意事項
isapi_redirect.conf ファイルに設定されたファイルサイズ，およびファイル面数のロ
グファイルは，Web サーバとの連携の設定後の初回リクエスト時に作成されます。
ログファイルの作成は，ログファイルサイズおよびファイル面数に比例した処理時
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間が必要となります。ログファイルサイズを大きく設定した場合，またはファイル
面数を増やした場合などは，ログファイルの作成処理に数分掛かる場合があります。
Web サーバとの連携の設定後およびログファイルの設定変更後の初回リクエストは，
運用を開始する前に実施しておくことをお勧めします。
（a） 変更した設定を有効にする方法
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合に，変更したリダイレクタのログ取
得の設定を有効にするための手順を次に示します。
1. Microsoft IIS を停止します。
2. ログファイルおよび管理ファイルを移動または削除します。
メッセージログファイルの場合：メッセージログファイルおよび HNTRLib が使用す
る管理ファイル（<log_file_prefix の設定値 >.mm）を移動，または削除します。
保守用トレースログファイルの場合：保守用トレースログファイルおよび HNTRLib
が使用する管理ファイル（< trace_log_file_prefix の設定値 >.mm）を移動，または削
除します。
3. Microsoft IIS を起動します。
ファイルサイズおよびファイル面数を変更しない場合に，変更したリダイレクタのログ
取得の設定を有効にするための手順を次に示します。
1. Microsoft IIS を再起動するか，またはワーカプロセスのリサイクルを行います。
Microsoft IIS の「インフォメーション サービス マネージャ」を使用して，ワーカプ
ロセスのリサイクルができます。
（b） 変更できる設定項目
変更できる設定項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次の表に示します。
isapi_redirect.conf については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
参照してください。
表 18-4

Microsoft IIS でのリダイレクタのログ取得の設定項目
isapi_redirect.conf のキー

項目
メッセージログ，保守用トレースログ
のログ出力レベル

log_level

メッセージログ出力先

log_file_dir

メッセージログファイルサイズ

log_file_size

メッセージログファイル面数

log_file_num

メッセージログファイル名のプリ
フィックス

log_file_prefix

保守用トレースログ出力の有無

trace_log

保守用トレースログ出力先

trace_log_file_dir ※

保守用トレースログファイルサイズ

trace_log_file_size
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isapi_redirect.conf のキー

項目
保守用トレースログファイル面数

trace_log_file_num

保守用トレースログファイル名のプリ
フィックス

trace_log_file_prefix ※

注※

保守用トレースログの出力先とプリフィックスには，同じ値を指定しないでください。同じ

値を指定した場合は，リダイレクタが動作しません。

メッセージログ，および保守用トレースログのデフォルトの出力先
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs ※
注※

新規インストール時には，logs ディレクトリは存在しません。logs ディレク

トリは，初回リクエスト時に生成されます。
ログレベルのレベル名
ログレベルのレベル名には，重要度の高い順に「emerg」，
「error」
，「info」，
「debug」のどれかを指定できます。
• emerg：通常運用時に指定します。常に出力する必要がある重要度の高いメッ
セージだけが出力されます。
• error：通常運用時に指定します。
• info：テスト時に指定します。
• debug：障害調査時に指定します。
ログレベルは，単独で指定してください（コンマ区切りで複数のログレベルを指定
しないでください）。あるログレベルを指定すると，指定されたログレベルおよびそ
れよりも重要度の高いログが出力されます。
ログサイズの見積もりの計算式
GET リクエスト，POST リクエストの 1HTTP アクセス当たりのログサイズは，次
の計算式で見積もってください。
• GET による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.25 +（平均レスポンスボディサイズ / 16）* 0.25
• POST による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.50 +（平均 POST データサイズ / 16）* 0.5 +（平均レスポンスボディサイズ /
16）* 0.25
なお，単位はすべてキロバイト，除算結果の小数点以下の値はすべて切り捨てです。
また，計算式ではリクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズは，それぞれ 100
バイトとしています。リクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズが 100 バイ
トを超えた場合は，計算式の最初の値に，超える分のサイズを加えて計算してくだ
さい。
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18.8 Hitachi Web Server を使用するための設
定
この節では，Hitachi Web Server を使用して Web サーバと連携する場合の設定について
説明します。
• Hitachi Web Server の設定
• アップグレード時の Hitachi Web Server の設定
• Hitachi Web Server の SSL の設定

18.8.1

Hitachi Web Server の設定

J2EE サーバと Hitachi Web Server との連携に必要な，Hitachi Web Server の設定方
法，注意事項などを説明します。

（1） 設定方法
J2EE サーバと Hitachi Web Server との連携は，次に示す手順で設定します。
1. httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に次の行を追加します。
• Windows の場合
Include "<Cosminexus のインストールディレクトリ >/CC/web/redirector/
mod_jk.conf"
• UNIX の場合
Include /opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf
2. Hitachi Web Server を再起動します。
httpsd.conf の詳細，および再起動の方法については，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。

（2） 認証実施順序
Web コンテナが提供する認証機能と Web サーバの認証機能※を併用した場合，次の順序
で認証が実施されます。
1. Web サーバでの認証
2. Web コンテナでの認証
注※
Web サーバの認証機能とは，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL の
クライアント認証を指します。Web 認証機能の併用とは，Web コンテナが提供する
認証機能を使用している場合に，Web サーバの基本認証，SSL のサーバ認証，SSL
のクライアント認証のどれか一つ以上を使用しているときを指します。
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認証機能の詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の Web コンテナの
セキュリティ管理に関する説明を参照してください。また，Hitachi Web Server のユー
ザ認証機能，およびアクセス制御機能については，マニュアル「Hitachi Web Server」
を参照してください。

（3） 注意事項
● Hitachi Web Server の再起動時の注意事項
Hitachi Web Server の再起動に失敗した原因が mod_jk.conf（リダイレクタ定義ファイ
ル），または workers.properties（ワーカ定義ファイル）にある場合，次のどちらかに
メッセージが出力されます。
● Hitachi Web Server の起動コマンド実行画面またはイベントログ
• Hitachi Web Server をコマンドプロンプトから起動，停止，または再起動するとき
は，起動コマンド実行画面に出力されます。
• Hitachi Web Server をサービスから起動，停止，または再起動するときは，イベン
トログに出力されます。Windows の場合だけが該当します。
● Hitachi Web Server のエラーログファイル
エラーログファイルは，デフォルトでは次の場所に出力されます。
• Windows の場合
<Hitachi Web Server のインストールディレクトリ >¥logs¥error.log
• UNIX の場合
opt/hitachi/httpsd/logs/error.log
それぞれに出力されるメッセージを表に示します。
表 18-5

Hitachi Web Server の起動コマンド実行画面またはイベントログに出力される
メッセージ

メッセージ
JkWorkersFile file_name
invalid ※
Can't find the workers file
specified ※

原因・対策方法
JkWorkersFile キーに指定されたファイル名が無効です。
JkWorkersFile キーに指定している値を修正したあと，Web サーバ
を再起動してください。
指定されたワーカ定義ファイルが見つかりません。JkWorkersFile
キーに指定されているファイルの有無を確認したあと，Web サーバ
を再起動してください。

Content should start with / ※

URL パターンの先頭文字が「/」（スラッシュ）以外です。JkMount
キーに指定されている URL パターンの先頭文字を「/」
（スラッ
シュ）に修正したあと，Web サーバを再起動してください。

JkOptions: Illegal option 'a...a'

JkOption キーに指定された値（a...a）は不正です。
JkOption キーに指定している値を修正したあと，Web サーバを再起
動してください。
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メッセージ

原因・対策方法

a...a takes b...b arguments,

a...a に示すキーに指定できる値の数は b...b です。
a...a に示すキーに指定している値の数を修正したあと，Web サーバ
を再起動してください。

a...a must be On or Off

a...a に示すキーに指定できる値は On または Off です。
a...a に示すキーに指定している値を On または Off にしたあと，
Web サーバを再起動してください。

JkModulePriority: Invalid
value specified.a...a

JkModulePriority キーに設定された値 a...a が不正です。
JkModulePriority キーに正しい値を設定して，Web サーバを再起動
してください。

注※

UNIX の場合だけ出力されるメッセージです。

表 18-6

Hitachi Web Server のエラーログファイル

メッセージ

説明・対策方法

[ 時刻 ] [emerg] Memory error

メモリが不足しています。
システムが利用できるメモリ使用量を確保したあと，Web サー
バを再起動してください。

[ 時刻 ] [emerg] Error while opening

次のどちらかの問題が発生しています。
• ワーカ定義ファイルのオープンに失敗しました。
JkWorkersFile キーに指定されているファイルのアクセス権
に読み取り権限があることを確認したあと，Web サーバを再
起動してください。
• ワーカ定義ファイルの内容が不正です。
ワーカ定義ファイルの内容を正しく修正したあと，Web サー
バを再起動してください。

the workers ※

[ 時刻 ] [emerg] Error while checking
the mod_jk.conf ※

注※

リダイレクタ定義ファイルに不適切な記述がありました。リダ
イレクタに出力されているメッセージを確認したあと，Web
サーバを再起動してください。

UNIX の場合だけ出力されるメッセージです。

● リダイレクタのログに関する注意事項
• ログ出力先ディレクトリに Hitachi Web Server の実行アカウントの書き込み権限がな
い場合，リクエストは正常に処理されますが，ログは出力されません。
• Windows の場合，デフォルトの状態ではリダイレクタのログ出力先ディレクトリ
（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs）がありま
せん。このため，Hitachi Web Server は，起動時に一つ上のディレクトリ
（redirector ディレクトリ）のアクセス権を引き継いで，logs ディレクトリを生成して
ログを出力しようとします。このとき，Hitachi Web Server の実行アカウントの書き
込み権限がないとログは出力されません。この場合は，logs ディレクトリを生成して
アクセス権を設定するか，または一つ上のディレクトリ（redirector ディレクトリ）
にアクセス権を設定してください。
また，リダイレクタのログ出力先ディレクトリを変更している場合に，指定している
パスが途中までしかないときは，存在する最下層のディレクトリに対してアクセス権
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を設定するか，または指定したパスに対応するディレクトリをすべて作成して，最下
層のディレクトリにアクセス権を設定してください。

18.8.2

アップグレード時の Hitachi Web Server の設定

Hitachi Web Server をアップグレードした場合，Hitachi Web Server 用のリダイレクタ
の変更内容を反映するためには，Hitachi Web Server を再起動する必要があります。
Hitachi Web Server の再起動の方法については，マニュアル「Hitachi Web Server」を
参照してください。

18.8.3

Hitachi Web Server の SSL の設定

Hitachi Web Server を使用して SSL による認証やデータの暗号化をする場合，秘密鍵の
作成，認証局（CA）が発行した証明書の取得，および httpsd.conf（Hitachi Web Server
定義ファイル）の設定が必要です。
また，クライアント認証をする場合，クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取
得，および httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）の設定が必要です。
ここでは，Hitachi Web Server の SSL による認証，暗号化の設定，およびクライアント
認証の設定について説明します。なお，詳細については，マニュアル「Hitachi Web
Server」を参照してください。

（1） Hitachi Web Server の SSL による認証，暗号化の設定
Hitachi Web Server を使用して SSL による認証やデータの暗号化をする場合，次の設定
をしてください。
• 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の取得
• httpsd.conf の設定
（a） 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の取得
Hitachi Web Server が用意している sslc ユティリティを使用し，次に示す手順に従って
証明書発行局（CA）から証明書を取得します。なお，Hitachi Web Server が提供するテ
スト用 CA を利用する場合は，マニュアル「Hitachi Web Server」を参照してください。
1. 秘密鍵の作成
sslc -genrsa コマンド（UNIX の場合，sslc genrsa コマンド）を使用して，Hitachi
Web Server 用の秘密鍵を作成します。
2. 証明書発行要求（CSR）の作成
sslc -req コマンド（UNIX の場合，sslc req コマンド）を使用して，認証局（CA）に
証明書を発行してもらうための証明書発行要求（CSR）を作成します。
3. 認証局（CA）への証明書発行要求の送付
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作成した CSR ファイルを電子メールなどで認証局に送って証明書を取得してくださ
い。
（b） httpsd.conf の設定
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に，次に示す設定を記述してくださ
い。
• SSL 通信用のポートの設定
Listen ディレクティブに SSL 通信で使用するポートを設定します。通常，SSL 通信
で使用するポート番号は 443 です。SSL 通信で使用するポート番号を指定した Listen
ディレクティブだけを定義した場合，そのサーバはブラウザから HTTPS のリクエス
ト（SSL 通信）以外を受け付けなくなります。そのため，HTTP のリクエストも受け
付ける場合には，HTTP のリクエスト用のポート番号（通常には 80）を指定した
Listen ディレクティブの指定は残した上で，SSL 通信で使用するポート番号を指定し
た Listen ディレクティブを追加してください。
• SSL を有効にする設定
SSLEnable ディレクティブを指定します。
• 秘密鍵ファイルの設定
SSLCertificateKeyFile ディレクティブに「(a) 秘密鍵の作成と認証局が発行した証
明書の取得」で作成した秘密鍵ファイルへのパスを指定します。
• 認証局（CA）が発行した証明書ファイルの設定
SSLCertificateFile ディレクティブに「(a) 秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書
の取得」で取得した証明書ファイルへのパスを指定します。
記述例
SSL 通信に必要な設定をした httpsd.conf の記述例を次に示します。なお，次の記
述例は，ファイルの内容の一部となります。
Windows の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdkey.pem"
</VirtualHost>
Include "C:/Program Files/Hitachi/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"

UNIX の場合
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ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdkey.pem"
</VirtualHost>
Include "/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"

（2） クライアント認証の設定
クライアント認証をする場合，次の設定をしてください。
• クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取得
• httpsd.conf の設定
（a） クライアント証明書と認証局（CA）の証明書の取得
• クライアント証明書の取得
証明書の発行に使用する認証局（CA）の指示に従って，Web ブラウザにクライアン
ト証明書をインストールします。
• 認証局（CA）の証明書の取得
クライアント証明書を発行した認証局（CA）の証明書（PEM 形式）を入手します。
（b） httpsd.conf の設定
httpsd.conf（Hitachi Web Server 定義ファイル）に，次に示す設定を記述してくださ
い。
• 認証局（CA）の証明書ファイルの設定
SSLCACertificateFile ディレクティブに「(a) クライアント証明書と認証局（CA）
の証明書の取得」で取得した証明書ファイルへのパスを指定します。
• クライアント認証についての設定
SSLVerifyClient および SSLVerifyDepth ディレクティブを使用します。
• クライアント証明書情報についての設定
SSLExportClientCertificates および SSLExportCertChainDepth ディレクティブを
使用します。
記述例
クライアント認証に必要な設定をした httpsd.conf の記述例を次に示します。なお，
次の記述例は，ファイルの内容の一部となります。
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Windows の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/server/
httpsdkey.pem"
SSLCACertificateFile "C:/Program Files/Hitachi/httpsd/conf/ssl/cacert/
cacert.pem"
SSLVerifyClient 2
SSLVerifyDepth 2
SSLExportClientCertificates
SSLExportCertChainDepth 2
</VirtualHost>
Include "C:/Program Files/Hitachi/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"

UNIX の場合
ServerName localhost
Port 80
Listen 80
#--途中省略-Listen 443
<VirtualHost host1:443>
SSLEnable
SSLCertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdcert.pem"
SSLCertificateKeyFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/server/httpsdkey.pem"
SSLCACertificateFile "/opt/hitachi/httpsd/conf/ssl/cacert/cacert.pem"
SSLVerifyClient 2
SSLVerifyDepth 2
SSLExportClientCertificates
SSLExportCertChainDepth 2
</VirtualHost>
Include "/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/mod_jk.conf"
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18.9 Microsoft IIS を使用するための設定
この節では，Microsoft IIS を使用して Web サーバと連携する場合の設定について説明し
ます。
• Microsoft IIS の設定
Windows Server 2003（Microsoft IIS 6.0）の設定方法について説明します。
• Microsoft IIS の SSL の設定
Windows Server 2003（Microsoft IIS 6.0）の SSL の設定について説明します。

18.9.1

Microsoft IIS の設定

Microsoft IIS の設定方法について説明します。
J2EE サーバと Microsoft IIS との連携は，次に示す手順で設定します。
1. 仮想ディレクトリの作成
2. Web サーバの認証機能の解除
3. ISAPI フィルタの設定
4. Web サービス拡張の設定
5. WWW サービスの起動と動作確認

（1） 仮想ディレクトリの作成
「hitachi_ccfj」という名称の仮想ディレクトリを作成します。仮想ディレクトリの作成の
手順を次に示します。
1. ［スタート］メニューの［すべてのプログラム］−［管理ツール］から，インター
ネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャを起動します。
2. インターネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャの左側ツリービュー
の「Web サイト」の下にある「既定の Web サイト」を右クリックし，表示されるメ
ニューから［新規作成］−［仮想ディレクトリ］を選択します。
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3. 仮想ディレクトリの作成ウィザードダイアログが表示されたら，［次へ］ボタンをク
リックします。
［仮想ディレクトリ エイリアス］画面が表示されます。
4. 「エイリアス」欄に「hitachi_ccfj」と入力します。

5. ［次へ］ボタンをクリックします。
ディレクトリの物理パスを入力する画面が表示されます。
6. isapi_redirect.dll が格納されているディレクトリ（デフォルトは，<Cosminexus のイ
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ンストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector）を指定します。

7. ［次へ］ボタンをクリックします。
仮想ディレクトリのアクセス許可を設定する画面が表示されます。
8. 「ISAPI アプリケーションや CGI などを実行する」をチェックします。

9. ［次へ］ボタンをクリックして終了します。
10.仮想ディレクトリ「hitachi_ccfj」を右クリックし，メニューから「プロパティ」を選
択します。
プロパティダイアログが表示されます。

（2） Web サーバの認証機能の解除
Web コンテナの認証機能を使用する場合，次に示す Web サーバの認証機能の解除が必要

761

18.

Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環境の場合）

になります。
• ダイジェスト認証
Web コンテナの認証機能の使用の有無に関係なく，必ず解除してください。
• 統合 Windows 認証
Web コンテナの認証機能（Basic 認証）を使用する場合は解除してください。
• Passport 認証
Web コンテナが管理するリソースへアクセスする場合は解除してください。
ダイジェスト認証，統合 Windows 認証，および Passport 認証を解除する手順を次に示
します。
1. 「hitachi_ccfj」のプロパティダイアログで，［ディレクトリ セキュリティ］タブを選択
します。
2. 「認証とアクセス制御」の［編集］ボタンをクリックします。
［認証方法］画面が表示されます。
3. ［認証方法］画面で，
「Windows ドメインサーバーでダイジェスト認証を使用する」の
チェックを外し，ダイジェスト認証を解除します（必須）。
Web コンテナの認証機能の使用の有無に関係なく，ダイジェスト認証は必ず解除して
ください。
4. ［認証方法］画面で，
「統合 Windows 認証」のチェックを外し，統合 Windows 認証を
解除します（任意）。
Web コンテナの Basic 認証を設定している場合は，必ず解除してください。
5. ［認証方法］画面で，
「.NET パスポート認証」のチェックを外し，Passport 認証を解
除します（任意）。
Web コンテナが管理するリソースへアクセスする場合は解除してください。
6. ［OK］ボタンをクリックして各ウィンドウを閉じます。

（3） ISAPI フィルタの設定
ISAPI フィルタの設定の手順を次に示します。
1. インターネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャの左側ツリービュー
内の「Web サイト」を右クリックし，表示されるメニューから「プロパティ」を選択
します。
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2. ［Web サイトのプロパティ］画面が表示されたら，［ISAPI フィルタ］タブを選択しま
す。
3. ［追加］ボタンをクリックします。
［フィルタのプロパティの追加と編集］画面が表示されます。
4. フィルタ名に「hitachi_ccfj」
，実行可能ファイルに「<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥isapi_redirect.dll」を指定します。

5. ［OK］ボタンをクリックします。
［Web サイトのプロパティ］画面が表示されます。
6. ファイル名に「hitachi_ccfj」が登録されたのを確認して，
［適用］ボタンをクリック
します。
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7. インターネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャを終了します。

！

注意事項
ISAPI フィルタを追加すると，
「hitachi_ccfj」の優先順位に「* 不明 *」と表示されますが，
動作に問題はありません。初回リクエスト処理後に，isapi_redirect.conf（Microsoft IIS 用
リダイレクタ動作定義ファイル）の filter_priority キーで指定した優先順位が表示されま
す。

（4） Web サービス拡張の設定
Web サービス拡張の設定の手順を次に示します。
1. インターネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャの左側ツリービュー
内の［Web サービス拡張］を選択します。
右側のビューに，Web サービス拡張状態の一覧が表示されます。
2. Web サービス拡張状態の一覧から「すべての不明な ISAPI 拡張」を右クリックし，表
示されるメニューから「許可」を選択します。
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（5） リダイレクタのログ出力先ディレクトリへのアクセス権の設定
Microsoft IIS と連携する場合，リダイレクタの実行アカウントは「NetworkService」と
なります。このため，リダイレクタのログ出力先ディレクトリのアクセス権に，Users
グループに対する書き込み権限を付加しておく必要があります。エクスプローラから，
リダイレクタのログ出力先ディレクトリにアクセス権を設定してください。
なお，新規インストール時には，デフォルトの状態ではリダイレクタのログ出力先ディ
レクトリ（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs）が
ありません。このため，logs ディレクトリを作成してアクセス権を設定するか，または
一つ上のディレクトリ（redirector ディレクトリ）にアクセス権を設定してください。
また，リダイレクタのログ出力先ディレクトリを変更している場合に，指定しているパ
スが途中までしか存在しないときは，存在する最下層のディレクトリに対してアクセス
権を設定するか，または指定したパスに対応するディレクトリをすべて作成して，最下
層のディレクトリにアクセス権を設定してください。

（6） WWW サービスの起動と動作確認
Microsoft IIS の WWW サービスの起動と動作確認の手順を次に示します。
1. ［スタート］メニューの［すべてのプログラム］−［管理ツール］から，［サービス］
を選択します。
サービス一覧が表示されます。
2. サービス一覧の中から「World Wide Web Publishing Service」を選択します。

765

18.

Web サーバとの連携の設定（Web リダイレクタ環境の場合）

3. ［サービスの開始］アンカーをクリックします。
WWW サービスが再起動します。

（7） ほかのフィルタと共存させる場合の注意事項
Microsoft IIS が受信したリクエストが，Web コンテナに転送するリクエストの場合，
Microsoft IIS 用リダイレクタは ISAPI フィルタ内で使用するリクエスト URL 情報を変
更します。そのため，Microsoft IIS 用リダイレクタよりあとに実行される ISAPI フィル
タでは，Microsoft IIS が受信したリクエスト URL を取得できません。Microsoft IIS が
受信したリクエスト URL をフィルタで取得する場合は，Microsoft IIS 用リダイレクタ
よりも順番が先になるように設定してください。順番を調整するために，Microsoft IIS
用リダイレクタの優先順位を「中」または「低」に変更する必要がある場合は，
isapi_redirect.conf（Microsoft IIS 用リダイレクタ動作定義ファイル）の filter_priority
キーで指定します。isapi_redirect.conf（Microsoft IIS 用リダイレクタ動作定義ファイ
ル）の filter_priority キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照してください。

18.9.2

Microsoft IIS の SSL の設定方法

Microsoft IIS の SSL の設定方法については，Microsoft IIS の SSL のヘルプを参照して
ください。
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EJB クライアント環境の構築

EJB クライアントアプリ
ケーションの設定と実行
この章では，EJB クライアントアプリケーションの開始に必
要な設定と，実行方法について説明します。

19.1 EJB クライアントアプリケーション開始の流れ
19.2 EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定
19.3 EJB クライアントアプリケーションのクラスパスへの JAR ファイルの
設定
19.4 EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定
19.5 EJB クライアントアプリケーションのログ出力の設定
19.6 EJB クライアントアプリケーションのトランザクションの設定
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19.1 EJB クライアントアプリケーション開始
の流れ
この節では，EJB クライアントアプリケーションの実行方法ごとに，EJB クライアント
アプリケーションの開始の流れについて説明します。
EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドを次の表に示します。
表 19-1

EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンド

コマンド名

説明

cjclstartap

cjclstartap コマンドは，EJB クライアントアプリケーションの実行に必要なオプショ
ンやプロパティの指定を簡略化できるコマンドです。実行に必要なオプションやプロ
パティはあらかじめ，オプション定義ファイルやプロパティファイルに記述しておく
ことができます。また，各ファイルでオプションやプロパティの指定を省略した場合
には，デフォルト値が適用されてコマンドが実行されます。
Cosminexus では，トラブルシュート機能を強化した cjclstartap コマンドを使用した
EJB クライアントアプリケーションの運用をお勧めします。
また，cjclstartap コマンドを使用すると，Java アプリケーションも開始できます。
コマンドの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥client¥bin
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/client/bin

vbj

vbj コマンドは，EJB クライアントアプリケーションの実行に必要なオプションやプ
ロパティをコマンドの引数として指定する必要があります。オプションやプロパティ
の省略はできません。
vbj コマンドは，旧バージョン互換用のコマンドです。従来の方法で vbj コマンドを使
用して EJB クライアントアプリケーションを実行したい場合に使用してください。
コマンドの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB¥bin¥vbj
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB/bin/vbj

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，格納ディレクト
リの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC」を，
「<Cosminexus のインス
トールディレクトリ >¥CCL」と読み替えてください。

それぞれのコマンドによる EJB クライアントアプリケーションの開始の流れについて説
明します。

19.1.1

cjclstartap コマンドの場合

cjclstartap コマンドによる EJB クライアントアプリケーションの開始の流れを次に示し
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ます。
1. EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数を設定します。
EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数のうち，cjclstartap コマ
ンドでの実行に必要な環境変数を設定してください。必要な環境変数については，
「19.2 EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定」を参照してください。
2. EJB クライアントアプリケーションのオプション定義ファイル（usrconf.cfg）に，
Java のオプションや JAR ファイルのクラスパスを指定します。
usrconf.cfg の格納場所
usrconf.cfg のひな型が次の場所に格納されていますので，このひな型ファイルを
任意の場所にコピーして，使用してください。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥client¥templates¥usrconf.cfg
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/client/templates/usrconf.cfg
JavaVM 起動オプションの指定
usrconf.cfg の add.jvm.arg キーに指定します。指定できる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。
JAR ファイルのクラスパスの指定
usrconf.cfg の add.class.path キーに指定します。クラスパスへの設定が必要な
JAR ファイルについては，
「19.3 EJB クライアントアプリケーションのクラス
パスへの JAR ファイルの設定」を参照してください。
3. EJB クライアントアプリケーションのプロパティファイル（usrconf.properties）に，
プロパティを指定します。
usrconf.properties の格納場所
usrconf.properties のひな型が次の場所に格納されていますので，このひな型
ファイルを任意の場所にコピーして，使用してください。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥client¥templates¥usrconf.properties
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/client/templates/usrconf.properties
プロパティの指定
プロパティで指定できる内容については，「19.4

EJB クライアントアプリケー

ションのプロパティの設定」を参照してください。また，必要に応じて，「19.5
EJB クライアントアプリケーションのログ出力の設定」
，および「19.6 EJB
クライアントアプリケーションのトランザクションの設定」を参照してくださ
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い。
指定できるプロパティの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレ
ンス

定義編」を参照してください。

4. usrconf.cfg と usrconf.properties を cjclstartap コマンドを実行するカレントディレク
トリ以外に格納した場合，環境変数「CJCLUSRCONFDIR」で，usrconf.cfg と
usrconf.properties の格納場所の絶対パスを指定します。
作成した usrconf.cfg と usrconf.properties を同じディレクトリに格納して，その
ディレクトリの絶対パスを環境変数「CJCLUSRCONFDIR」で指定してください。
なお，usrconf.cfg と usrconf.properties を cjclstartap コマンドを実行するカレント
ディレクトリに格納した場合はこの作業は必要ありません。手順 5. に進んでくださ
い。
5. cjclstartap コマンドを使用して EJB クライアントアプリケーションを開始します。
cjclstartap 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。

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，格納ディレクト
リの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC」を，
「<Cosminexus のインス
トールディレクトリ >¥CCL」と読み替えてください。

なお，ejb.client.directory.shareable に false が設定されている場合，cjclstartap コマン
ドを実行すると，コマンドが使用するワークファイルが作成されます。ワークファイル
が破損した場合，cjclstartap コマンド，または cjcldumpap コマンドの動作は保証され
ません。ワークファイルの出力先，およびファイル名を次に示します。
Windows の場合
< カレントディレクトリ >¥.cjclstartap.lock
<ejb.client.log.directory>¥.ejbclientlog.lock
< カレントディレクトリ >¥cjclstartap.pid
UNIX の場合
< カレントディレクトリ >/.cjclstartap.lock
<ejb.client.log.directory>/.ejbclientlog.lock
< カレントディレクトリ >/cjclstartap.pid
< カレントディレクトリ >/.COSMINEXUS_CC_EJBCLIENT_ プロセス ID
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参考
cjclstartap コマンドを使用すると，Java アプリケーションも開始できます。cjclstartap コ
マンドを使用した Java アプリケーションの開始方法については，マニュアル
「Cosminexus

19.1.2

リファレンス

コマンド編」を参照してください。

vbj コマンドの場合

vbj コマンドによる EJB クライアントアプリケーションの開始の流れを次に示します。
なお，バッチファイルまたはシェルスクリプトファイルを使用して EJB クライアントア
プリケーションを実行する場合は，バッチファイルまたはシェルスクリプトファイルに
これらの内容を記述できます。
1. EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数を設定します。
EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数のうち，vbj コマンドで
の実行に必要な環境変数を設定してください。必要な環境変数については，
「19.2
EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定」を参照してください。
2. JavaVM 起動オプションを指定します。
vbj コマンドに適切な JavaVM 起動オプションを指定します。指定できるオプション
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。
3. JAR ファイルのクラスパスを指定します。
vbj コマンドに適切なクラスパスを指定します。必要なクラスパスについては，「19.3
EJB クライアントアプリケーションのクラスパスへの JAR ファイルの設定」を参
照してください。
4. プロパティを指定します。
プロパティで指定できる内容については，
「19.4 EJB クライアントアプリケーショ
ンのプロパティの設定」を参照してください。また，必要に応じて，
「19.5 EJB ク
ライアントアプリケーションのログ出力の設定」
，および「19.6 EJB クライアント
アプリケーションのトランザクションの設定」を参照してください。
指定できるプロパティの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
定義編」を参照してください。
5. vbj コマンドを使用して EJB クライアントアプリケーションを開始します。

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，格納ディレクト
リの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC」を，
「<Cosminexus のインス
トールディレクトリ >¥CCL」と読み替えてください。
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19.2 EJB クライアントアプリケーションの環
境変数の設定
この節では，EJB クライアントアプリケーションの環境変数の設定について説明します。
EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数を次に示します。
表 19-2

EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数（Windows の場
合）

環境変数

値

種別

コマンド
cjclstartap

vbj

<Cosminexus のインストールディレク
トリ >¥jdk¥bin

固定

−

○

<Cosminexus のインストールディレク
トリ >¥TPB¥bin

固定

○

−

<Cosminexus のインストールディレク
トリ >¥PRF¥bin

固定

○

○

VBROKER_ADM

<Cosminexus のインストールディレク
トリ >¥TPB¥adm

固定

○

○

PRFSPOOL

<Cosminexus のインストールディレク
トリ >¥PRF¥spool

固定

▲

▲

TZ

JST-9 など

固定

○

○

PATH ※

（凡例）
○：コマンドに環境変数を指定する必要がある。
▲：インストーラによって設定される。
−：設定する必要がない。
固定：該当環境変数に対する値は固定で，指定する必要がある。
注※
環境変数「PATH」の先頭に「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥jdk¥bin」を指定
してください。

表 19-3

EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な環境変数（UNIX の場合）

環境変数

LIBPATH，または
LD_LIBRARY_PATH ※

値

種別

コマンド
cjclstartap

vbj

/opt/Cosminexus/TPB/lib
/opt/Cosminexus/PRF/lib

固定

○

○

/opt/Cosminexus/jdk/bin

固定

−

○

/opt/Cosminexus/TPB/bin

固定

○

−

1

PATH ※ 2
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環境変数

値

種別

コマンド
cjclstartap

vbj

/bin
/usr/bin

固定

−

○

VBROKER_ADM

/opt/Cosminexus/TPB/adm

固定

○

○

PRFSPOOL

/opt/Cosminexus/PRF/spool

固定

○

○

TZ

JST-9

固定

○

○

など

（凡例）
○：コマンドに環境変数を指定する必要がある。
−：設定する必要がない。
固定：該当環境変数に対する値は固定で，指定する必要がある。
注※ 1
OS によって，使用する環境変数名が異なります。
LIBPATH：AIX の場合
LD_LIBRARY_PATH：HP-UX（IPF）
，Linux，または Solaris の場合
注※ 2
環境変数「PATH」の先頭に「/opt/Cosminexus/jdk/bin」を指定してください。

実行環境が AIX の場合は，上記の表に示す環境変数とは別に，AIX 固有の環境変数を設
定する必要があります。詳細については，
「2.3.3 AIX 固有の環境変数」を参照してくだ
さい。
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19.3 EJB クライアントアプリケーションのク
ラスパスへの JAR ファイルの設定
この節では，EJB クライアントアプリケーションのクラスパスへの JAR ファイルの設定
方法について説明します。EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマン
ドによって，クラスパスへの JAR ファイルの設定方法が異なります。
● cjclstartap コマンドの場合
cjclstartap コマンドを使用する場合は，EJB クライアントアプリケーションのオプ
ション定義ファイル（usrconf.cfg）で，クラスパスに JAR ファイルを設定します。
● vbj コマンドの場合
vbj コマンドを使用する場合は，バッチファイル / シェルスクリプトファイル，または
コマンドの引数で設定します。
EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な JAR ファイルを次の表に示します。
表 19-4

EJB クライアントアプリケーションの実行に必要な JAR ファイル

JAR ファイル
名

［種別］※ 1JAR ファイルの配置場所

hitj2ee.jar

［固定］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CC¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/lib

HiEJBClient
Static.jar

含まれる内容

コマンド
cjclstartap

vbj

製品提供クラス

−

○

［固定］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CC¥client¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/client/lib

製品提供クラス

−

○

vbjorb.jar
vbsec.jar

［固定］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥TPB¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB/lib

製品提供クラス

−

○

cprf.jar

［固定］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥PRF¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/PRF/lib

製品提供クラス

−

○
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JAR ファイル
名

［種別］※ 1JAR ファイルの配置場所

hntrlib2j.jar
または
hntrlib2j64.ja
r
（サブディレク
トリ専有モー
ドの場合）※ 2

［固定］
• Windows の場合
<Program
Files>¥Hitachi¥HNTRLib2¥cla
sses
• UNIX の場合
/opt/hitachi/HNTRLib2/classes

hntrlibMj.jar
または
hntrlibMj64.j
ar
（サブディレク
トリ共有モー
ドの場合）※ 2

含まれる内容

コマンド
cjclstartap

vbj

製品提供クラス

−

○

［固定］
• Windows の場合
<Program
Files>¥Hitachi¥HNTRLib2¥cla
sses
• UNIX の場合
/opt/hitachi/HNTRLib2/classes

製品提供クラス

−

○

tpotsinproc.ja
r

［トランザクション使用］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥TPB¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/TPB/lib

製品提供クラス

−

△

ejbserver.jar

［トランザクション使用］
• Windows の場合
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ >¥CC¥lib
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/lib

△

△

stubs.jar

［RMI-IIOP のスタブ］
J2EE サーバからダウンロード，ま
たはダイナミッククラスローディン
グ

RMI-IIOP のスタブ
• EJB オブジェクト
のスタブ
• EJB ホームオブ
ジェクトのスタブ
• スタブが参照するク
ラス

△

△

< 数字 >.jar

［RMI-IIOP のインタフェース］
J2EE サーバからダウンロード

RMI-IIOP のインタ
フェース
• リモートインタ
フェース
• ホームインタフェー
ス
• インタフェースが参
照するクラス

○

○

※3
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JAR ファイル
名
ユーザ作成の
JAR ファイル

［種別］※ 1JAR ファイルの配置場所

ユーザ作成のクラス

含まれる内容

コマンド

EJB クライアントア
プリケーションで利用
するユーザ作成のクラ
スです。
ユーザが作成した独自
の Filter クラス，
Formatter クラス，ま
たは Handler クラス
を EJB クライアント
アプリケーションの
ユーザログ機能で使用
する場合には，そのク
ラスもクラスパスに指
定してください。※ 3

cjclstartap

vbj

○

○

（凡例）
○：クラスパスに指定する必要がある。
△：必要に応じてクラスパスに指定する。
−：クラスパスに指定する必要がない。
注※ 1
種別には，次に示すものがあります。
• ［固定］
EJB クライアントアプリケーションから呼び出すアプリケーションの数，内容に関係なく，指定
する JAR ファイルのファイル名と配置場所は固定です。
• ［トランザクション使用］
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使用する場合に，該当する JAR ファ
イルを指定します。詳細については，「19.6

EJB クライアントアプリケーションのトランザク

ションの設定」を参照してください。
• ［RMI-IIOP のスタブ］
EJB クライアントアプリケーションから呼び出すアプリケーション単位に該当する JAR ファイ
ルを指定します。ダイナミッククラスローディングを利用する場合は，指定する必要はありませ
ん。
• ［RMI-IIOP のインタフェース］
RMI-IIOP のインタフェースを EJB クライアントアプリケーション側に取得していない場合，
アプリケーション単位に該当する JAR ファイルをダウンロードして指定します。すでに
RMI-IIOP のインタフェースを EJB クライアントアプリケーション側に取得している場合は，
取得済みのクラスまたは JAR ファイルを指定します。
注※ 2
EJB クライアントアプリケーションの動作モードに合わせて，JAR ファイルを使用してくださ
い。サブディレクトリ専有モードは 06-50 よりも前のバージョンとの互換用に使用するモード
であるため，EJB クライアントアプリケーションを新規作成する場合は，サブディレクトリ共
有モードを使用することをお勧めします。EJB クライアントアプリケーションのユーザログ機
能を使用する場合は，サブディレクトリ共有モードを使用してください。サブディレクトリ専
有モード，およびサブディレクトリ共有モードについては，「19.5
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ケーションのログ出力の設定」を参照してください。
また，使用している OS に合わせて，JAR ファイルを使用してください。HP-UX（IPF）の場
合および Linux（IPF）の場合は，hntrlib2j64.jar または hntrlibMj64.jar を指定してくださ
い。それ以外の場合は，hntrlib2j.jar または hntrlibMj.jar を指定してください。
注※ 3
EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出力機能を使用する場合に指定してください。
EJB クライアントアプリケーションのユーザログ出力の設定については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」の EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ出力の実装に

関する説明を参照してください。

！

注意事項
• uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，格納ディレク
トリの「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC」を，「<Cosminexus のイン
ストールディレクトリ >¥CCL」と読み替えてください。
• uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，EJB クライ
アントアプリケーションのトランザクションは使用できません。
• クラスパスで JAR ファイルを設定する場合，JAR ファイルの設定順序に注意してくださ
い。
トランザクションを使用する場合，クラスパスには，tpotsinproc.jar と ejbserver.jar を
設定します。このとき，ejbserver.jar よりも先に，HiEJBClientStatic.jar を設定してく
ださい。
性能解析トレース機能を利用する場合，クラスパスには，cprf.jar を設定します。このと
き，HiEJBClientStatic.jar よりも先に cprf.jar を設定してください。
逆の順序で設定した場合は，性能解析トレースの初期化に失敗します。また，逆の順序で
設定した場合に，EJB クライアントアプリケーションのログレベルを Warning 以上に設
定しているときは，KDJE51008-W のメッセージが理由コード「-4」で出力されます。な
お，性能解析トレースの初期化に失敗した場合は，性能解析トレースは出力されません
が，EJB クライアントアプリケーションの処理は継続できます。
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19.4 EJB クライアントアプリケーションのプ
ロパティの設定
この節では，EJB クライアントアプリケーションのプロパティの設定方法について説明
します。EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドによって，EJB
クライアントアプリケーションのプロパティの設定方法が異なります。
● cjclstartap コマンドの場合
cjclstartap コマンドを使用する場合は，EJB クライアントアプリケーションのプロパ
ティファイル（usrconf.properties）で，プロパティを設定します。
● vbj コマンドの場合
vbj コマンドを使用する場合は，バッチファイル / シェルスクリプトファイル，または
コマンドの引数で，プロパティを設定します。

（1） プロパティでの設定内容
EJB クライアントアプリケーションのプロパティは，Java アプリケーションから
Enterprise Bean を呼び出す場合に使用されます。また，Web コンテナサーバから
Enterprise Bean を呼び出す場合は，Enterprise Bean を呼び出す場合に必要なプロパ
ティをカスタマイズする必要があります。J2EE アプリケーションの内容に応じて，必要
なプロパティを設定してください。設定できるプロパティについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
プロパティで設定できる内容の一例
• EJB クライアントアプリケーションのログの設定
ejbserver.client.log で始まるキーや ejbserver.logger で始まるキーなどで，システ
ムが出力するシステムログと，EJB クライアントアプリケーションが出力する
ユーザログの出力先やログレベルなどを変更できます。詳細については，
「19.5
EJB クライアントアプリケーションのログ出力の設定」を参照してください。
• EJB クライアントアプリケーションのトランザクションの設定
ejbserver.client.transaction で始まるキーで，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使用するかどうか，トランザクションサービスが使用す
るクライアント名などを指定できます。なお，uCosminexus Client を使用して
EJB クライアント環境を構築する場合は，EJB クライアントアプリケーションの
トランザクションは使用できません。詳細については，
「19.6

EJB クライアント

アプリケーションのトランザクションの設定」を参照してください。
• EJB のリモートインタフェースでの通信障害発生時の EJB クライアントの動作
ejbserver.container.rebindpolicy キーに，EJB クライアント側でのコネクション
の再接続動作とリクエストの再送動作を指定できます。
• EJB クライアントアプリケーションからラウンドロビン検索を実行する設定
ejbserver.jndi.namingservice.group.list キー，
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ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls キーおよ
び java.naming.factory.initial キーに，CORBA ネーミングサービスのグループ，
各グループに属する CORBA ネーミングサービスのルート位置，および
InitialContextFactory の実装をデレゲートしているクラスを指定できます。なお，
ラウンドロビン検索は，J2EE サーバのサーバ管理コマンドのカスタマイズでユー
ザ指定名前空間機能を使用する設定をしている場合に有効になります。
• EJB クライアントアプリケーションから CTM へのリクエストの優先度の設定
ejbserver.client.ctm.RequestPriority キーに，EJB クライアントアプリケーショ
ンから CTM に送信するリクエストの優先度を設定できます。

（2） コマンドによって指定の要否が異なるプロパティ
ここでは，EJB クライアントアプリケーションのコマンド（vbj コマンド）によって指
定の要否が異なるプロパティについて説明します。EJB クライアントアプリケーション
のコマンドによって指定の要否が異なるプロパティのキーを次の表に示します。
表 19-5

EJB クライアントアプリケーションのコマンドによって指定の要否が異なるプ
ロパティのキー
プロパティのキー

種別

コマンド
cjclstartap

vbj

org.omg.CORBA.ORBClass

固定

−

−

org.omg.CORBA.ORBSingletonClass

固定

−

−

javax.rmi.CORBA.UtilClass

固定

−

○

javax.rmi.CORBA.StubClass

固定

−

−

javax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass

固定

−

○

java.endorsed.dirs

可変

−

−

（凡例）
○：コマンドにキーを指定する必要がある。
−：コマンドにキーを指定する必要がない。
固定：該当するキーに対する値は固定で，指定する必要がある。
可変：システムの実行環境に従って値を指定する必要がある。
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19.5 EJB クライアントアプリケーションのロ
グ出力の設定
この節では，EJB クライアントアプリケーションのログの種類とログ出力の設定につい
て説明します。

19.5.1

EJB クライアントアプリケーションのログの種類

EJB クライアントアプリケーションでは，システムが出力するシステムログと，EJB ク
ライアントアプリケーションが出力するユーザログを出力できます。

（1） EJB クライアントアプリケーションのシステムログ
EJB クライアントアプリケーションのシステムログでは，メッセージログ，例外ログ，
保守用ログの 3 種類のログが出力されます。EJB クライアントアプリケーションでは，
必要に応じて，システムログの出力先や出力レベル，出力先のサブディレクトリの設定
を変更できます。
（a） システムログの設定方法
EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドによって，EJB クライア
ントアプリケーションのシステムログの設定方法が異なります。
● cjclstartap コマンドの場合
cjclstartap コマンドを使用する場合は，EJB クライアントアプリケーションのプロパ
ティファイル（usrconf.properties）で，システムログのプロパティを設定します。
● vbj コマンドの場合
vbj コマンドを使用する場合は，バッチファイル / シェルスクリプトファイル，または
コマンドの引数で，システムログのプロパティを設定します。
（b） システムログの出力先や出力レベルの設定
出力先や出力レベルの設定の変更については，「19.5.2

システムログの出力先や出力レ

ベルの変更」を参照してください。
（c） システムログの出力先のサブディレクトリの設定
EJB クライアントアプリケーションのシステムログは，EJB クライアントアプリケー
ションのプロセス単位で出力されます。システムログでは，プロセスごとにログ出力先
のサブディレクトリを作成するか，複数のプロセスでログ出力先のサブディレクトリを
共有することができます。プロセスごとにログ出力先のサブディレクトリを作成する動
作モードのことをサブディレクトリ専有モード，複数のプロセスでログ出力先のサブ
ディレクトリを共有する動作モードのことをサブディレクトリ共有モードといいます。
なお，既存の EJB クライアントアプリケーションをそのまま使用する場合は，サブディ
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レクトリ専有モードで動作します。
サブディレクトリ共有モードとサブディレクトリ専有モードの違いを次の表に示します。
表 19-6

サブディレクトリ共有モードとサブディレクトリ専有モードの違い
項目

サブディレクトリ共有モード

サブディレクトリ専有モード

複数のプロセスでのサブディレク
トリ共有の可否

共有できます。

共有できません。

ログ管理ファイル作成

作成されます。

作成されません。

ejbserver.client.ejb.log キー ※の
デフォルト値

system

ejb

ejbserver.client.log.appid キー※
のデフォルト値

ejbcl

EJB クライアントアプリケー
ション識別 ID

ejbserver.client.log.directorynu

常に無効です。

ejbserver.client.log.appid キー
を指定した場合は，無効です。

1 〜 64

1 〜 16

4,096 〜 16,777,216

4,096 〜 2,147,483,647

m キー※の指定
ejbserver.logger.channels.define.
< チャネル名 >.filenum キー※に
指定できる面数
ejbserver.logger.channels.define.
< チャネル名 >.filesize キー※に
指定できる容量（バイト）

注※

EJB クライアントアプリケーションの開始時に指定するシステムプロパティです。

ポイント
サブディレクトリ専有モードは 06-50 よりも前のバージョンとの互換用に使用するモードで
あるため，EJB クライアントアプリケーションを新規作成する場合は，サブディレクトリ共
有モードを使用することをお勧めします。

！

注意事項
• cjclstartap コマンドで EJB クライアントアプリケーションを実行する場合は，サブディ
レクトリ共有モードを使用してください。
• EJB クライアントアプリケーションのユーザログ機能を使用する場合は，サブディレク
トリ共有モードを使用してください。

● 動作モードの指定
サブディレクトリ共有モードとサブディレクトリ専有モードのどちらを使用するかは，
クラスパスで指定できます。使用する動作モードによって，クラスパスに指定する
JAR ファイルが異なります。クラスパスの指定については，
「19.3 EJB クライアン
トアプリケーションのクラスパスへの JAR ファイルの設定」を参照してください。
● サブディレクトリの共有
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サブディレクトリ共有モードを使用している場合は，ログ出力先のサブディレクトリ
を共有できます。サブディレクトリの共有については，
「19.5.3 複数プロセスでのロ
グ出力先のサブディレクトリの共有」を参照してください。
● サブディレクトリ数の管理
サブディレクトリ専有モードを使用している場合は，ログ出力先のサブディレクトリ
数を管理できます。サブディレクトリ数の管理については，
「19.5.4 ログ出力先のサ
ブディレクトリ数の管理」を参照してください。

（2） EJB クライアントアプリケーションのユーザログ
EJB クライアントアプリケーションが出力するログ（ユーザログ）を日立トレース共通
ライブラリ形式で出力できます。日立トレース共通ライブラリ形式で出力することで，
システムログと EJB クライアントアプリケーションのログを同じ形式で扱うことができ
るようになり，システム全体のログ運用の信頼性を高められます。
EJB クライアントアプリケーションの開始に使用するコマンドによって，EJB クライア
ントアプリケーションのユーザログの設定方法が異なります。
● cjclstartap コマンドの場合
cjclstartap コマンドを使用する場合は，EJB クライアントアプリケーションのプロパ
ティファイル（usrconf.properties）でユーザログの設定をします。
ejbserver.application から始まるキーで，ユーザログの出力先ファイル，ログレベル，
ログ面数，使用するフィルタおよびフォーマッタなどを指定してください。指定でき
るキーについては，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を参照して

ください。
● vbj コマンドの場合
EJB クライアントアプリケーションのユーザログのファイルハンドラとして，
CJMPMessageFileHandler が提供されています。vbj コマンドを使用する場合は，
CJMPMessageFileHandler のログの出力先ファイル，ログレベル，ログ面数，使用
するフィルタおよびフォーマッタなどは，EJB クライアントアプリケーションのユー
ザログ用の設定ファイルで設定します。設定方法については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」の EJB クライアントアプリケーションでのユーザログ出
力の実装に関する説明を参照してください。

19.5.2

システムログの出力先や出力レベルの変更

Java アプリケーション用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）
，または Java アプリ
ケーション用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）をカスタマイズすること
で，EJB クライアントアプリケーションのシステムログの属性を変更できます。変更で
きる項目と，変更を設定するプロパティのキーを次の表に示します。また，この表では，
EJB クライアントアプリケーションの実行コマンドに指定するプロパティの指定の要否
についても説明します。
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表 19-7

EJB クライアントアプリケーションのシステムログの出力先や出力レベルを変
更するキー

変更できる項目

Java アプリケーション用オ
プション定義ファイルの
キー

Java アプリケーション用ユー
ザプロパティファイルのキー

種別

ログの出力先※ 1

ejb.client.log.directory

ejbserver.client.log.directory

可変

EJB クライアントア
プリケーション単位で
作成されるログ出力先
ディレクトリ名※ 1

ejb.client.ejb.log

ejbserver.client.ejb.log

選択可変

EJB クライアントア
プリケーションのプロ
セス単位で作成される
ログ出力先サブディレ

ejb.client.log.appid

ejbserver.client.log.appid

選択可変

クトリ名※ 1
標準出力へのメッセー
ジ出力停止※ 2

ejb.client.log.stdout.enable
d

−

EJB クライアントア
プリケーションのプロ
セス単位で作成される
ログ出力先サブディレ
クトリ数

−

ejbserver.client.log.directoryn
um

可変

ログファイル面数

−

ejbserver.logger.channels.defi

選択可変

選択可変

ne.< チャネル名※ 3>.filenum
ログファイルサイズ

−

ejbserver.logger.channels.defi

選択可変

ne.< チャネル名※ 3>.filesize
ログの出力レベル※ 4

−

ejbserver.logger.enabled.*

選択可変

Cosminexus
TPBroker のトレース
ファイルの出力先

−

vbroker.orb.htc.tracePath

選択可変

Cosminexus
TPBroker のトレース
ファイルの個数

−

vbroker.orb.htc.comt.fileCoun
t

選択可変

Cosminexus
TPBroker のトレース
ファイル 1 個当たりの
エントリ数

−

vbroker.orb.htc.comt.entryCo
unt

選択可変

（凡例）
可変：システムの実行環境に従って値を指定する必要がある。
選択可変：システムの実行環境に従って値を指定するか，または指定を省略する。
−：設定できない。
注※ 1
usrconf.cfg では，稼働ログ，ログ稼働ログ，障害発生時の例外情報，および保守情報の設定を
変更できます。
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また，usrconf.cfg と usrconf.properties で同じ項目が設定された場合，usrconf.properties で設
定した内容が優先されます。
注※ 2
稼働ログ，cjclstartap コマンドログ，および起動プロセス標準出力情報のメッセージを標準出
力に出力しないように設定できます。
注※ 3
チャネル名として，ログの種類を示す次の名称が設定されます。
ClientMessageLogFile（稼働ログ）
（ファイル名：cjclmessage[n].log）
ClientExceptionLogFile（障害発生時の例外情報）
（ファイル名：cjclexception[n].log）
ClientMaintenanceLogFile（保守情報）
（ファイル名：cjclmaintenance[n].log）
注※ 4
シェルスクリプトを使用してシステムプロパティを設定する場合，ログの出力レベル
（ejbserver.logger.enabled.* キー）は指定できません。

システムプロパティを指定できるかどうかは，EJB クライアントアプリケーションの使
用形態によって異なる場合があります。EJB クライアントアプリケーションの使用形態
とシステムプロパティの関係を次の表に示します。なお，表 19-8 と表 19-9 の番号は対
応しています。
表 19-8

EJB クライアントアプリケーションの使用形態

EJB クライアントアプリ
ケーションの種類

EJB クライアントアプリケーションの同時起動の多重度

1 多重

2 〜 8 多重

9 〜 16 多重

1 種類

1.

2.

3.

2 種類以上

4.

5.

6.

表 19-9

EJB クライアントアプリケーションの使用形態とシステムプロパティ
EJB クライアントアプリケーションの使用形態

システムプロパティの指定
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ejbserver.client.ejb.log

可能

可能

必須

必須

必須

必須

ejbserver.client.log.appid

可能

不可

不可

可能

不可

不可

ejbserver.client.log.directorynum

可能

可能

必須

可能

可能

必須

上記表の番号について説明します。
1. ejbserver.client.ejb.log キーは，デフォルトディレクトリでもかまいません。
ejbserver.client.log.appid キーを指定した場合は，ejbserver.client.log.directorynum
キーの指定は無効となります。
2. ejbserver.client.ejb.log キーは，デフォルトディレクトリでもかまいません。
複数同時に起動するため，ejbserver.client.log.appid キーは指定しないでください。
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ejbserver.client.log.directorynum キーを指定する場合は，必ず
ejbserver.client.ejb.log キーを指定してください。
3. ejbserver.client.ejb.log キーを EJB クライアントアプリケーションごとに必ず指定し
てください。複数同時に起動するため，ejbserver.client.log.appid キーを指定しない
でください。ejbserver.client.log.directorynum キーの値を多重度に合わせて指定し
てください。
4. ejbserver.client.ejb.log キーを EJB クライアントアプリケーションごとに必ず指定し
てください。
ejbserver.client.log.appid キーを指定した場合は，ejbserver.client.log.directorynum
キーの指定は無効となります。
5. ejbserver.client.ejb.log キーを EJB クライアントアプリケーションごとに必ず指定し
てください。複数同時に起動するため，ejbserver.client.log.appid キーを指定しない
でください。
ejbserver.client.log.directorynum キーを指定する場合は，必ず
ejbserver.client.ejb.log キーを指定してください。
6. ejbserver.client.ejb.log キーを EJB クライアントアプリケーションごとに必ず指定し
てください。複数同時に起動するため，ejbserver.client.log.appid キーを指定しない
でください。ejbserver.client.log.directorynum キーの値を多重度に合わせて指定し
てください。
注意事項
• EJB クライアントアプリケーションの同時起動の多重度が 17 多重以上の場合は，
ejbserver.client.log.directorynum キーに 0 を指定してください。cjcldellog コマ
ンドを使用してサブディレクトリ数を管理してください。
• EJB クライアントアプリケーションを複数同時に起動すると，KDJE51005-W の
メッセージが出力されることがあります。EJB クライアントアプリケーションの
動作には問題ありませんが，サブディレクトリ数が
ejbserver.client.log.directorynum キーに指定した値を超えている場合がありま
す。このメッセージが頻繁に出力される場合は，
ejbserver.client.log.directorynum キーの値を 0 にし，cjcldellog コマンドを使用
してサブディレクトリ数を管理してください。ログ出力先のサブディレクトリ数
を管理できるのは，サブディレクトリ専有モードを使用している場合だけです。
サブディレクトリ共有モードを使用している場合は，サブディレクトリ数の管理
はできません。

19.5.3

複数プロセスでのログ出力先のサブディレクトリの
共有

サブディレクトリ共有モードを使用している場合は，ログ出力先のサブディレクトリを
共有できます。
EJB クライアントアプリケーションのシステムログは，EJB クライアントアプリケー
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ション単位に作成されるログ出力先ディレクトリ（ejbserver.client.log.directory キー，
および ejbserver.client.ejb.log キーに指定したディレクトリ）下のサブディレクトリに格
納されます。なお，サブディレクトリ名は，ejbserver.client.log.appid キーで指定できま
す。
サブディレクトリ共有モードを使用する場合，ログ出力先ディレクトリを指定する
ejbserver.client.ejb.log キーには，サブディレクトリ専有モードを使用する場合とは異な
る値を指定してください。サブディレクトリ専有モードと同じ値を指定した場合には，
サブディレクトリ専有モードでのログ出力先のサブディレクトリ数が管理できなくなり
ます。
サブディレクトリ共有モードで動作する EJB クライアントがログの稼働情報
（cjlogger.log ファイル）に KDJE90002-E メッセージを出力して終了する場合，または
KDJE90003-E メッセージを出力する場合は，ログファイルの排他に失敗しているおそ
れがあります。ejbserver.client.log.lockRetryCount，および
ejbserver.client.log.lockInterval キーを使用してリトライ回数とリトライ間隔を大きくす
ることで，ログファイルの排他の失敗を回避できます。
EJB クライアントアプリケーションのシステムログの取得については，マニュアル
「Cosminexus

システム運用ガイド」を参照してください。

注意事項
• EJB クライアントアプリケーションを初回起動時に複数同時に起動すると，同時
刻に起動したほかの EJB クライアントアプリケーションとログディレクトリ生成
処理が衝突し，KDJE51003-E メッセージを出力して異常終了する場合がありま
す。EJB クライアントアプリケーションの初回起動時には複数同時に起動しない
ようにするか，あらかじめログ出力先ディレクトリを作成してください。

19.5.4

ログ出力先のサブディレクトリ数の管理

サブディレクトリ専有モードを使用している場合は，ログ出力先のサブディレクトリ数
を管理できます。
EJB クライアントアプリケーションのシステムログは，EJB クライアントアプリケー
ション単位に作成されるログ出力先ディレクトリ（ejbserver.client.log.directory キー，
および ejbserver.client.ejb.log キーに指定したディレクトリ）下の，サブディレクトリに
格納されます。EJB クライアントアプリケーションを複数起動すると，起動したプロセ
ス分のサブディレクトリが生成されます。このサブディレクトリが単調増加しないよう
に管理できます。
サブディレクトリ数は，EJB クライアントアプリケーションのプロセス単位に作成され
るサブディレクトリの数となります。ただし，EJB クライアントアプリケーション単位
に作成されるログ出力先ディレクトリ下にユーザ作成のサブディレクトリがある場合，
ユーザ作成のサブディレクトリの数もサブディレクトリとして数えられます。
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デフォルトでは，ログ出力先のサブディレクトリ数を 8 個までとし，古いサブディレク
トリから削除されるようになっています。サブディレクトリ数を変更する場合には，
ejbserver.client.log.directorynum キーで変更してください。EJB クライアントアプリ
ケーションのシステムログの取得については，マニュアル「Cosminexus システム運用
ガイド」を参照してください。

19.5.5

ログ出力先ディレクトリのアクセス権の設定

UNIX の場合，複数ユーザアカウントで同じログ出力先ディレクトリを使用して EJB ク
ライアントアプリケーションを実行するときは，ログ出力先ディレクトリのアクセス権
を設定する必要があります。
ログ出力先ディレクトリのモードを，グループやほかのすべてのユーザに対して書き込
みを許可するように設定し，umask を 0 に設定してから EJB クライアントアプリケー
ションを実行してください。
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19.6 EJB クライアントアプリケーションのト
ランザクションの設定
この節では，EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを使用するための
設定について説明します。

！

注意事項
uCosminexus Client を使用して EJB クライアント環境を構築する場合は，EJB クライアン
トアプリケーションのトランザクションは使用できません。

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使用するためには，次の設定
が必要です。
• JAR ファイルの設定
• プロパティの設定
• UserTransaction の取得の設定
UserTransaction の取得の設定は，J2EE アプリケーション開発時の設定内容です。EJB
クライアントアプリケーションでトランザクションを使用するために，EJB クライアン
トアプリケーションから UserTransaction（javax.transaction.UserTransaction）を取
得するための設定が必要です。設定方法については，マニュアル「Cosminexus 機能解
説」の EJB クライアントアプリケーションでのトランザクションの実装に関する説明を
参照してください。
ここでは，EJB クライアントアプリケーションでトランザクションを使用するための
JAR ファイルとプロパティの設定について説明します。

（1） JAR ファイルの設定
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使用するために，次の JAR
ファイルをクラスパスに設定します。
Windows の場合
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥TPB¥lib¥tpotsinproc.jar
• <Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥lib¥ejbserver.jar ※
UNIX の場合
• /opt/Cosminexus/TPB/lib/tpotsinproc.jar
• /opt/Cosminexus/CC/lib/ejbserver.jar ※
注※
クラスパスの設定で，ejbserver.jar は HiEJBClientStatic.jar よりも後ろに設定して
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ください。
クラスパスへの JAR ファイルの設定については，
「19.3

EJB クライアントアプリケー

ションのクラスパスへの JAR ファイルの設定」を参照してください。

（2） プロパティの設定
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使用するために設定が必要な
キーについて説明します。プロパティの設定については，
「19.4 EJB クライアントアプ
リケーションのプロパティの設定」を参照してください。各キーの詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

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使用するためには，次のキー
を設定します。
（a） 必須のプロパティ
● ejbserver.client.transaction.enabled
「true」を指定して，EJB クライアントアプリケーションでのトランザクションの使
用を有効にします。
● ejbserver.distributedtx.recovery.port
グローバルトランザクションを使用するとき，トランザクションリカバリで使用する
固定ポート番号を指定します。EJB クライアントのプロセスごとに別のポート番号を
指定してください。また，同一マシン上で動作するアプリケーションサーバのリカバ
リ用ポート番号とは別のポート番号を指定してください。
● ejbserver.client.transaction.clientName
トランザクションサービスが使用するクライアント名を指定します。ここでは，EJB
クライアントのプロセスごとに別の名前を指定してください。また，同一マシン上で
動作する J2EE サーバ名とは別の名前を指定してください。
● ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1
トランザクションサービスが使用するステータスファイルや，そのバックアップを配
置するディレクトリを指定します。EJB クライアントのプロセスごとに別のディレク
トリを指定してください。また，J2EE サーバに指定したステータスファイルのディ
レクトリとは別のディレクトリを指定してください。
（b） 任意のプロパティ
● ejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOut
トランザクションタイムアウトが発生するまでの時間を指定します。
● ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2
トランザクションサービスが使用するステータスファイルや，そのバックアップを配
置する二つ目のディレクトリを指定します。EJB クライアントのプロセスごとに別の
ディレクトリを指定してください。また，J2EE サーバに指定したステータスファイ
ルのディレクトリとは別のディレクトリを指定してください。
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（3） 注意事項
EJB クライアントアプリケーションのトランザクションの設定での注意事項を次に示し
ます。
グローバルトランザクションを使用するためには，アプリケーションサーバ側でライト
トランザクション機能を無効にする必要があります。デフォルトの設定では，ライトト
ランザクション機能が有効になっています。J2EE サーバの usrconf.properties の
ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled キーで「true」を指定すると，ライトト
ランザクション機能が無効となり，グローバルトランザクションが利用できるようにな
ります。
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付録 A

Cosminexus Version 6 および Cosminexus
Version 7 からの移行

旧バージョンから Cosminexus 07-60 への移行方法について説明します。移行の対象と
なる旧バージョンを次に示します。
• Cosminexus 07-50
• Cosminexus 07-10
• Cosminexus 07-00
• Cosminexus 06-71
• Cosminexus 06-70
• Cosminexus 06-51
• Cosminexus 06-50
• Cosminexus 06-02（Windows だけのバージョン）
• Cosminexus 06-00
なお，このマニュアルでは，次に示す構成ソフトウェアの移行を中心に説明します。
• Cosminexus Performance Tracer
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Component Transaction Monitor
• Cosminexus Component Container - Client
旧バージョンからの移行を行う場合，使用している Cosminexus の全構成ソフトウェア
を同時に移行する必要があります。上記で示していないほかの構成ソフトウェア（以降，
他構成ソフトウェアと呼びます）の移行については，各構成ソフトウェアのドキュメン
トを参照してください。

付録 A.1

Cosminexus の移行の概要

Cosminexus の移行の概要について説明します。

（1） 移行のためのアップグレードインストール
旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行するためには，アップグレードインストー
ルを行います。アップグレードインストールとは，インストール先のマシンに旧バー
ジョンの Cosminexus がインストール済みの場合のインストールです。
なお，アップグレードインストールの場合は，Cosminexus のインストールディレクト
リを旧バージョンのインストールディレクトリから変更できません。旧バージョンがイ
ンストールされているディレクトリに上書きインストールされます。
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（2） 移行時の J2EE サーバの動作モード
旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行する場合の，J2EE サーバの動作モードの対
応を次の表に示します。
表 A-1 移行時の J2EE サーバの動作モードの対応
移行前の旧バージョンでの J2EE サーバの動
作モード

移行後の J2EE サーバの動作モード

アドバンスドモード
スタンダードモード

1.4 モード

ベーシックモード

ベーシックモード

なお，ベーシックモードは，互換用のサーバの動作モードであり，1.4 モードに比べて，
使用できる機能に制限があります。J2EE サーバの動作モードとしては，1.4 モードを使
用することをお勧めします。

（3） 移行時に引き継がれる情報
Cosminexus を旧バージョンから 07-60 に移行する場合，旧バージョンで使用されてい
た，Cosminexus のインストールディレクトリ以下に配置される定義情報，DD 情報，構
成情報などのユーザ資産は，移行コマンドなどで必要に応じて自動変換され，07-60 で引
き続き使用されます（一部，手動での定義修正が必要な場合もあります）
。Cosminexus
Component Container で引き継がれる定義情報，DD 情報，構成情報などを次の表に示
します。他構成ソフトウェアについては，それぞれのドキュメントを参照してください。
表 A-2 Cosminexus Component Container で移行時に引き継がれる情報
機能
J2EE サーバ

引き継がれる情報

ファイル名称，または格納場所

オプション定義ファイル

usrconf.cfg

ユーザプロパティファイル

usrconf.properties

セキュリティポリシーファイル

server.policy

Web アプリケーションプロパ
ティファイル

hitachi_web.properties

作業ディレクトリ
• 定義情報
• アプリケーション
• DD 情報
• ユーザ・パスワード情報

オプション定義ファイルで指定されて
いる ejb.public.directory の値。デ
フォルトは，次のとおり。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥CC¥server¥public 以
下
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/public
以下
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機能
サーバ管理コマンド

Web サーバ連携

Management Server
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引き継がれる情報

ファイル名称，または格納場所

オプション定義ファイル

• Windows の場合
usrconf.bat
• UNIX の場合
usrconf

ユーザプロパティファイル

usrconf.properties

Hitachi Web サーバ用リダイレク
タ動作定義ファイル

mod_jk.conf

Microsoft IIS 用リダイレクタ動
作定義ファイル（Windows だけ
のファイル）

isapi_redirect.conf ※

Microsoft IIS 用マッピング定義
ファイル（Windows だけのファ
イル）

uriworkermap.properties

ワーカ定義ファイル

workers.properties

運用管理エージェントプロパ
ティファイル

adminagent.properties

運用管理エージェント設定ファ
イル

adminagent.xml
別のファイル名称でバックアップされ
たあと，新規のファイルで上書きされ
ます。
Management Server の「論理サーバ
の起動／停止」で使用する環境変数を
指定する機能を利用している場合，手
動による定義修正が必要となります。

運用監視エージェント設定ファ
イル

mngagent.< 実サーバ名 >.properties

Management Server 環境設定
ファイル

mserver.properties

mngsvrutil コマンドのサーバ側
定義ファイル

mngsvrutil.properties

構成情報定義

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥manager¥config 以下
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
以下

Management アクション実行用
プロパティファイル

maction.properties

Management Server 用メッセー
ジマッピングファイル

mserver.jp1event.system.mapping.pr
operties

J2EE サーバ共通用メッセージ
マッピングファイル

manager.jp1event.system.mapping.p
roperties

J2EE サーバ個別用メッセージ
マッピングファイル

manager.< 論理サーバ名
>.jp1event.system.mapping.properti
es

付録 A
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統合ユーザ管理

Smart Composer 機能

注※

Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 からの移行

引き継がれる情報

ファイル名称，または格納場所

J2EE アプリケーションの登録
ディレクトリのデフォルトパス

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥manager¥apps 以下
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/apps 以
下

JAAS のコンフィグレーション
ファイル

jaas.conf

統合ユーザ管理のコンフィグ
レーションファイル

ua.conf

カスタムログインモジュール格
納用ディレクトリ

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥manager¥modules
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/modules

サーバ設定プロパティファイル

cmxserver.properties

負荷分散機定義プロパティファ
イル

lb.properties

Windows Server 2003 の場合で，06-02 以前のバージョンからアップグレードインストール

したときは，既存の Microsoft IIS 用リダイレクタ動作定義ファイルは isapi_redirect.conf.back と
いう名称でバックアップされます。

（4） 移行時の J2EE アプリケーションの動作
Cosminexus をアップグレードインストールする場合，または旧バージョンの J2EE ア
プリケーションをインポートする場合には，次に示す処理で，自動的に J2EE アプリ
ケーションに含まれる EJB の再デプロイが実行されます。
• 開始状態の J2EE アプリケーションが存在する状態で Cosminexus をアップグレード
インストールしたあとの初回 J2EE サーバ起動時
• 停止状態の J2EE アプリケーションが存在する状態で Cosminexus をアップグレード
インストールしたあとの初回 J2EE アプリケーション開始時
• 旧バージョンの Cosminexus でエクスポートした実行時情報を含む，開始状態の
J2EE アプリケーションのインポート時
• 旧バージョンの Cosminexus でエクスポートした実行時情報を含む，停止状態の
J2EE アプリケーションをインポートしたあとの初回 J2EE アプリケーション開始時
J2EE アプリケーションに EJB が含まれている場合は，旧バージョンの Cosminexus で
同一の処理を実行したときと比べて性能が悪くなります。
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付録 A.2

Cosminexus の移行の手順

次の手順に従って，旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行してください。
1. 旧バージョンからの仕様変更の確認
2. J2EE サーバの作業ディレクトリのディスク容量の確認
3. 移行前の確認
4. 定義などのバックアップ
5. 他構成ソフトウェアの移行準備
6. 全構成ソフトウェアのアップグレードインストール
7. J2EE サーバの移行コマンドの実行
8. リソースアダプタの移行コマンドの実行
9. Management Server の移行コマンドの実行
10.手動による定義などの修正
11. 他構成ソフトウェアの移行実施
12.移行後の確認
13.移行コマンドで作成されたバックアップ削除
このほか，セッションフェイルオーバ機能を使用している場合，Management Server を
使用しているシステムでは，手動で SFO サーバを移行する必要があります。詳細につい
ては，「付録 A.10

手動による定義などの修正」を参照してください。なお，

Management Server を使用していないシステムでは，J2EE サーバの移行前に，SFO
サーバの移行が必要です。SFO サーバの移行手順については，
「付録 A.13

セッション

フェイルオーバ機能を使用している場合のバージョンアップ」を参照してください。

（1） 旧バージョンからの仕様変更の確認
旧バージョンからの仕様変更を確認します。機能の変更や追加に伴い，旧バージョンで
使用している機能，使用条件，使用方法によっては，次の作業が必要となります。
• 操作手順の変更
• 運用手順の変更
• アプリケーション，および DD の変更
なお，互換性を保つためのオプションが提供されている場合もありますが，推奨のオプ
ションではありません。詳細については，「付録 A.3

旧バージョンからの仕様変更の確

認」を参照してください。

（2） J2EE サーバの作業ディレクトリのディスク容量の確認
移行のために十分なディスク容量があるかを確認します。詳細については，「付録 A.4
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J2EE サーバの作業ディレクトリのディスク容量の確認」を参照してください。

（3） 移行前の確認
移行前に Cosminexus の動作環境，動作状態などを確認します。詳細については，「付録
A.5

移行前の確認」を参照してください。

（4） 定義などのバックアップ
移行前に定義ファイルなどをバックアップします。詳細については，
「付録 A.6

定義な

どのバックアップ」を参照してください。

（5） 他構成ソフトウェアの移行準備
次に示す構成ソフトウェア以外の，他構成ソフトウェアの移行を準備します。
• Cosminexus Performance Tracer
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Manager
• Cosminexus Component Transaction Monitor
移行の準備の詳細はそれぞれの他構成ソフトウェアのドキュメントを参照してください。
なお，ここで準備した情報を基に，
「(11)

他構成ソフトウェアの移行実施」で他構成ソ

フトウェアを移行してください。

（6） 全構成ソフトウェアのアップグレードインストール
使用している Cosminexus の全構成ソフトウェアをアップグレードインストールします。
ただし，Cosminexus Version 6 から移行する場合で，UNIX 環境に次の構成ソフトウェ
アがインストールされているときは，これらの構成ソフトウェアを必ずアンインストー
ルしてから，アップグレードインストールを実施してください。
• Cosminexus Component Library
• Cosminexus Manager
• Cosminexus Web Services - Base
なお，インストール方法やインストール時の注意事項については，
「2.2.1 インストール
方法」を参照してください。また，Cosminexus Component Container のアップグレー
ドインストールの注意については，
「2.2.1(1)(c)

アップグレードインストールの場合」

を参照してください。

（7） J2EE サーバの移行コマンドの実行
定義情報，DD 情報などを継続して利用できるようにするため，J2EE サーバの移行コマ
ンド（cjenvupdate）を実行します。詳細については，「付録 A.7

J2EE サーバの移行コ

マンドの実行」を参照してください。
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（8） リソースアダプタの移行コマンドの実行
旧バージョンで DB Connector を使用していた場合，またはほかのリソースアダプタ
（uCosminexus TP1 Connector および TP1/Message Queue-Access）をアップグレード
インストールする場合，DB Connector やリソースアダプタを入れ替えるためには，リ
ソースアダプタの移行コマンド（cjrarupdate）を実行します。詳細については，
「付録
A.8 リソースアダプタの移行コマンドの実行」を参照してください。

（9） Management Server の移行コマンドの実行
旧バージョンで Management Server を使用していた場合，J2EE サーバの移行に合わせ
て Management Server の構成情報も移行するためには，Management Server の移行コ
マンド（mngsvrupdate）を実行します。詳細については，「付録 A.9 Management
Server の移行コマンドの実行」を参照してください。

（10）手動による定義などの修正
手動で定義などを修正します。機能の変更，追加に伴い，互換性を保つためのオプショ
ンが提供されています。旧バージョンで使用している機能，使用方法，使用条件によっ
ては，次の作業が必要となります。
• ユーザプロパティファイルなどの定義ファイルの変更
• Java のユーザクラスパスの変更
• 環境変数の変更
詳細については，「付録 A.10

手動による定義などの修正」を参照してください。

（11）他構成ソフトウェアの移行実施
他構成ソフトウェアを移行します。移行の詳細はそれぞれの他構成ソフトウェアのド
キュメントを参照してください。なお，「(5) 他構成ソフトウェアの移行準備」で準備し
た情報を基に移行を実施してください。

（12）移行後の確認
移行後に Cosminexus の動作確認を実施します。

（13）移行コマンドで作成されたバックアップ削除
移行コマンドでは，各種バックアップを作成します。移行後の確認が完了したあと，
バックアップを削除してください。詳細については，「付録 A.11 移行コマンドで作成さ
れたバックアップの削除」を参照してください。

付録 A.3

旧バージョンからの仕様変更の確認

旧バージョンからの仕様変更を次の表に示します。
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表 A-3 旧バージョンからの仕様変更
07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

J2SE のバージョン

−

−

−

○

○

○

(2) TPBroker の運用支
援機能の非サポート

−

−

−

○

○

○

(3) snapshot ログの収
集タイミング

−

−

−

−

−

○

(4) 運用管理エージェ
ント停止時の動作

−

−

−

−

−

○

(5) Management
Server 用のネーミング
サービスの設定変更

−

−

−

○

○

○

(6) 旧バージョン互換
用の Web サーバの扱い

−

○

○

○

○

○

(7)

動作モードの変更

−

−

−

○

○

○

(8)

JavaVM のタイプ

−

−

−

−

−

○

(9) Management
Server との連携

−

−

−

○

○

○

(10) JSP から生成され
たサーブレット用コンパ
イラのバージョン

−

−

−

○

○

○

(11) Web コンテナがサ
ポートする Servlet 仕様
のバージョン

−

−

−

○

○

○

(12) デフォルトのエ
ラーページの内容

−

−

−

−

○

○

(13) Enterprise Bean
の命名規則

−

−

−

○

○

○

(14) インターセプタに
関連するクラスのパッ
ケージの変更

−

−

○

−

−

−

(15) インターセプタに
関連する
InvocationContext の変
更

−

−

○

−

−

−

(16) アノテーションの
指定方法の変更

−

−

○

−

−

−

(17) Session Bean 属性
ファイルおよび
EJB-JAR 属性ファイル
の変更

−

−

○

−

−

−

分類

全体

Managemen
t
Server

J2EE サーバ

仕様変更の項目
(1)
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分類

800

仕様変更の項目

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(18) コネクションの共
有機能の有効範囲

−

−

−

−

−

○

(19) コネクションアソ
シエーションの有効化方
法

−

−

−

−

−

○

(20) コネクションス
イーパの動作オプション
の設定方法

−

−

−

−

−

○

(21) コネクションプー
ルのウォーミングアップ
機能の設定方法

−

−

−

○

○

○

(22) コネクションの障
害検知，ネットワーク障
害のタイムアウトの設定
方法

−

−

−

○

○

○

(23) コネクションの自
動クローズのプロパティ
のデフォルト値

−

−

−

○

○

○

(24) リソースアダプタ
のログのサイズと面数

−

−

−

○

○

○

(25) リソースアダプタ
のプロパティのデフォル
ト値

−

−

−

○

○

○

(26) ログ出力ディレク
トリの構成変更

−

−

−

○

○

○

(27) 1.4 モードのデー
タソース廃止

−

−

−

−

−

○

(28) Naming Manager
機能の削除

−

−

−

○

○

○

(29) リロード機能適用
範囲を指定するプロパ
ティ値の変更

−

−

○

−

−

−

(30) Cosminexus RM
連携用のリソースアダプ
タのプロパティへの，
CancelStatement プロ
パティの追加

−

○

○

○

○

−

(31) リソース枯渇機能
でのメモリ枯渇監視情報
の計算式の変更

○

○

○

○

○

−

(32) 異なる J2EE アプ
リケーションに含まれる
リソースアダプタでの別
名の重複指定

○

−

−

−

−

−
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仕様変更の項目

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(33) カスタムタグのス
クリプト変数定義の変更

−

−

−

○

○

○

(34) <jsp:useBean> タ
グの class 属性に対する
エラーチェックの変更

−

−

−

○

○

○

(35) タグの属性値の
Expression チェックの
変更

−

−

−

○

○

○

(36) タグの属性値に指
定する Expression に関
する変更

−

−

−

○

○

○

(37) taglib ディレク
ティブの prefix 属性に
関する変更

−

−

−

○

○

○

(38) JSP の $ の扱いに
ついての変更

−

−

−

○

○

○

(39) サーバ管理コマン
ドの同時実行制御

−

−

−

−

−

○

(40) J2EE サーバとの
通信の時間監視

−

−

−

−

−

○

(41) リデプロイ機能で
実施する J2EE アプリ
ケーション属性の引き継
ぎの動作

−

−

−

−

○

−

(42) ログファイルの出
力方法の変更

−

−

−

○

○

○

(43) 属性ファイルの
<icon> タグの変更

−

−

−

○

○

○

(44) 属性ファイルの
xml:lang 属性の出力

−

○

−

○

○

○

(45) Connector 属性
ファイルでのユーザ ID
およびパスワードの非表
示

−

−

○

○

○

○

(46) メール属性ファイ
ルの <reply-to> タグの
削除

−

−

○

○

○

○

(47) EJB-JAR 属性
ファイルの
<interceptor-class> タグ
の出現パターンの変更

−

−

○

−

−

−
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分類

EJB クライ
アント

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(48) Connector 属性
ファイルでの
XA_OPEN 文字列の非
表示

−

○

○

○

○

○

(49) Connector 属性
ファイルの構造変更

−

○

○

○

○

○

(50) 属性ファイル中に
指定されたメソッドの
チェック

−

○

○

○

○

○

(51) Connector 属性
ファイルの
<config-property> タグ
に指定できるプロパティ
の並び順の変更

−

○

○

○

○

○

(52) サーバマネジャ，
ユーザマネジャの削除

−

−

−

○

○

○

(53)
MessageDrivenBean 属
性ファイルでの指定必須
要素の省略

○

○

○

○

○

−

(54) RMI-IIOP スタブ
および RMI-IIOP イン
タフェースの取得方法

−

−

−

−

−

○

(55) cjclstartap コマン
ドの仕様変更

−

−

○

○

−

−

仕様変更の項目

（凡例） ○：仕様変更あり。

−：該当しない。

次に仕様変更の項目の詳細について説明します。なお，表の「仕様変更の項目」の項番
は，説明の項番と対応しています。

（1） J2SE のバージョン
07-00 以降で使用されている J2SE 5.0 は，07-00 より前の J2SE 1.4.2 と異なる部分があ
ります。J2EE アプリケーションのコンパイル時に，今までコンパイルできた Java 言語
仕様に違反する構文がエラーになることがあります。詳細については，J2SE のドキュメ
ントを参照してください。

（2） TPBroker の運用支援機能の非サポート
07-00 以降では，07-00 より前まで提供していた TPBroker の運用支援機能は使用できま
せん。システムの各プロセスを一括起動，停止，および監視する場合には，
Management Server を使用してください。Management Server を使用する場合には，
Smart Composer 機能や運用管理ポータルでシステムを構築してください。
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（3） snapshot ログの収集タイミング
06-50 以降では，障害検知時の snapshot ログの収集タイミングが変更されます。06-50
より前までは，障害を検知した J2EE サーバを停止後，snapshot ログを収集していまし
た。06-50 以降では，障害を検知したときに，障害検知時コマンドによって snapshot ロ
グを収集し，その後論理サーバを停止します。これによって，障害発生時のタイムリー
なログが取得できるようになります。
注意事項
Management Server 環境設定ファイル（mserver.properties）に
com.cosminexus.mngsvr.snapshot.collect.point=j2ee_restart を指定することで，
06-50 より前の動作に戻すことができますが，お勧めしません。
キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照

してください。

（4） 運用管理エージェント停止時の動作
06-50 以降では，運用管理エージェント停止時の動作が変更されます。06-50 より前まで
は，論理サーバを停止しないで運用管理エージェントを終了すると，稼働中の論理サー
バを強制停止していました。06-50 以降では，論理サーバを停止しないで運用管理エー
ジェントを終了しても，稼働中の論理サーバはそのまま動作を続けます。運用管理エー
ジェントを再起動することで，稼働中の論理サーバについての情報を引き継ぎ，論理
サーバの管理を継続できます。運用管理エージェントを停止するときに論理サーバも停
止させていた場合は，運用管理エージェントを停止する前に，その運用管理エージェン
トの稼働しているホスト上の論理サーバをすべて停止するように運用の手順を変更して
ください。
注意事項
運用管理エージェントのプロパティファイル（adminagent.properties）に
adminagent.finalization.stop_servers=true を指定することで，06-50 より前の動作
に戻すことができますが，お勧めしません。
キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照

してください。

（5） Management Server 用のネーミングサービスの設定変更
06-71 までは Management Server 用にネーミングサービスを起動していましたが，
07-00 以降は，J2EE サーバのプロセス内で起動する RMI レジストリを利用します。こ
のため，Management Server 用のネーミングサービスが起動不要になりました。
Management Server のほかに論理ネーミングサービスを使用しているプロセスがない場
合には，その論理ネーミングサービスを削除してください。また，Management Server
用のネーミングサービスが起動不要になることで，ネーミングサービスのホストとポー
ト番号なども設定不要になります。設定の変更方法については，
「付録 A.10(5)
Management Server 用のネーミングサービスの設定変更」を参照してください。
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（6） 旧バージョン互換用の Web サーバの扱い
06-71 までは，Management Server の運用管理ポータルで，論理サーバとして旧バー
ジョン互換用の Web サーバを新規作成できました。07-00 以降では，旧バージョン互換
用の Web サーバは使用できますが，新規作成はできません。
なお，旧バージョン互換用の Web サーバを使用していた場合には，現バージョンの Web
サーバへの移行をお勧めします。運用管理ポータルの「論理サーバの環境設定」の Web
サーバ環境のセットアップで，現バージョンへ移行できます。Web サーバ環境のセット
アップについては，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してくださ
い。

（7） 動作モードの変更
J2EE サーバの動作モードが変更されて，06-71 までの「アドバンスドモード」と「スタ
ンダードモード」は，07-00 以降は「1.4 モード」となります。
06-71 までの動作モード

07-00 以降の動作モード

アドバンスドモード（1.3advanced）
スタンダードモード（1.3standard）

1.4 モード（1.4）

ベーシックモード（1.3basic）

ベーシックモード（1.3basic）

括弧内の文字列は，usrconf.properties の ejbserver.server.j2ee.feature キーの値です。
07-00 より前から 07-60 へ移行する場合，07-00 より前で
ejbserver.server.j2ee.feature=1.3standard，または，
ejbserver.server.j2ee.feature=1.3advanced を指定していたときは，J2EE サーバの移行
コマンドが自動的に ejbserver.server.j2ee.feature=1.4 に変更します。

（8） JavaVM のタイプ
06-50 より前では，J2EE サーバは，Java HotSpot(TM) Client VM 上で動作していまし
た。06-50 以降，J2EE サーバは，Java HotSpot(TM) Server VM 上で動作します。ただ
し，AIX および Solaris では Java HotSpot(TM) Server VM は未サポートです。
Java HotSpot(TM) Server VM では，Java HotSpot(TM) Client VM と比較して，J2EE
アプリケーションまたはバッチアプリケーションの実行性能が向上する場合があります
が，J2EE サーバ，J2EE アプリケーション，バッチサーバ，またはバッチアプリケー
ションを開始するときの起動性能が劣化する場合もあります。
注意事項
usrconf.cfg に定義する jvm.type キーの値を client に変更することで，J2EE サーバ
の使用する JavaVM を Java HotSpot(TM) Client VM に変更できます。通常は，
Java HotSpot(TM) Server VM を使用することをお勧めします。キーの詳細につい
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ては，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。ま

た，Java HotSpot(TM) Server VM，および Java HotSpot(TM) Client VM の詳細に
ついては，J2SE のドキュメントを参照してください。

（9） Management Server との連携
07-00 以降では，Management Server と連携するかどうかを設定する
usrconf.properties の ejbserver.instrumentation.enabled キーのデフォルト値が false か
ら true に変更となります。
なお，ejbserver.instrumentation.enabled キーの指定がない場合，J2EE サーバの移行
コマンドが自動的に ejbserver.instrumentation.enabled=false を追加します。

（10）JSP から生成されたサーブレット用コンパイラのバージョン
07-00 以降では，J2EE サーバは，Java SE 5.0 の Java 言語仕様に従って JSP から生成
されたサーブレットのソースファイルをコンパイルします。
注意事項
07-00 より前と同様に，J2SE 1.2 または J2SE 1.3 の Java 言語仕様に従って JSP か
ら生成されたサーブレットのソースファイルをコンパイルする場合は，J2EE サー
バの usrconf.properties の webserver.jsp.compile.backcompat キーに，1.2 または
1.3 を設定します。J2SE 5.0 の Java 言語仕様のコンパイルでエラーが発生する場合
だけ，1.2 または 1.3 と設定することをお勧めします。

（11）Web コンテナがサポートする Servlet 仕様のバージョン
Servlet API では，Web コンテナがサポートする Servlet 仕様のバージョン情報を取得で
きます。07-00 以降では，Web アプリケーションのバージョンが Servlet 2.2 ／ JSP 1.1，
または Servlet 2.3 ／ JSP 1.2 の場合でも，Web コンテナがサポートする Servlet 仕様の
バージョンは，Servlet 2.4 ／ JSP 2.0 となります。このため，次の Servlet API では，
Servlet 2.4 ／ JSP 2.0 の情報を返します。
• javax.servlet.ServletContext の getMajorVersion および getMinorVersion メソッド
• javax.servlet.jsp.JspEngineInfo の getSpecificationVersion メソッド

（12）デフォルトのエラーページの内容
06-70 より前までは，リクエスト処理時に発生したエラーをカスタマイズしない場合に出
力されるデフォルトのエラーページに，製品名が出力されていましたが，06-70 以降では
製品名が出力されません。

（13）Enterprise Bean の命名規則
07-00 以降では，デフォルトパッケージに Enterprise Bean クラスを作成する場合，次
に示す文字列で終わるクラスを作成しないでください。
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• _LocalHomeImpl
• _LocalComponentImpl
• _RemoteHomeImpl
• _RemoteComponentImpl
• _LocalBIProxyImpl
• _LocalBIClientSideProxyImpl
• _RemoteBIProxyInterface
• _RemoteBIProxyImpl
• _RemoteBIClientSideProxyImpl
• _CallbackWrapperImpl
• _InvocationContextImpl

（14）インターセプタに関連するクラスのパッケージの変更
07-10 以降では，インターセプタに関連する次のクラスのパッケージが，javax.ejb から
javax.interceptor に変更になります。
• javax.ejb.AroundInvoke
• javax.ejb.Interceptors
• javax.ejb.ExcludeDefaultInterceptors
• javax.ejb.ExcludeClassInterceptors
• javax.ejb.InvocationContext

（15）インターセプタに関連する InvocationContext の変更
07-10 以降では，インターセプタに関連する InvocationContext に変更があります。変更
点を次に示します。
● getParameters メソッドおよび setParameters メソッドの変更
• setParameters メソッドで，ビジネスメソッドに適合しない引数を指定した場合，
IllegalArgumentException 例外が発生するようになります。
• getParameters メソッドおよび setParameters メソッドをライフサイクルコール
バックメソッドの中で呼び出した場合，IllegalStateException 例外が発生するよう
になります。
● getContextData メソッドの変更
getContextData メソッドの返り値である Map は，Generics によって，<String,
Object> に型指定された Map に変更になります。
● getBean メソッドの変更
getBean メソッドは getTarget メソッドに変更になります。

（16）アノテーションの指定方法の変更
07-10 以降では，アノテーションの指定方法に変更があります。変更点を次に示します。
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● ビジネスインタフェースでの @Local および @Remote アノテーションの指定
一つのビジネスインタフェースに @Local および @Remote アノテーションを同時に指
定することはできません。
● ステートフルセッションビーンでの @Remove アノテーションの指定
ステートフルセッションビーンに @Remove アノテーションを指定したメソッドは，
CMT でクライアントトランザクションを引き継ぐ場合や，BMT でトランザクション
がコミットされる前であっても，呼び出しができるようになりました。
● メソッドでの @Timeout アノテーションの指定
Timer Service に関連する @Timeout アノテーションを指定したメソッドで，public
以外の修飾子が許容されます。

（17）Session Bean 属性ファイルおよび EJB-JAR 属性ファイルの変更
07-10 以降，Session Bean 属性ファイルおよび EJB-JAR 属性ファイルの，次に示すタ
グ名に変更があります。変更点を次の表に示します。
表 A-4 Session Bean 属性ファイルおよび EJB-JAR 属性ファイルのタグ名の変更
07-00 でのタグ名

07-10 以降でのタグ名

<around-invoke-method>
<method-name>
<method-params>

<around-invoke>
<class>
<method-name>

<post-construct-method>
<method-name>
<method-params>

<post-construct>
<lifecycle-callback-class>
<lifecycle-callback-method>

<pre-destroy-method>
<method-name>
<method-params>

<pre-destroy>
<lifecycle-callback-class>
<lifecycle-callback-method>

<post-activate-method>
<method-name>
<method-params>

<post-activate>
<lifecycle-callback-class>
<lifecycle-callback-method>

<pre-passivate-method>
<method-name>
<method-params>

<pre-passivate>
<lifecycle-callback-class>
<lifecycle-callback-method>

（18）コネクションの共有機能の有効範囲
06-50 以降と 06-50 より前では，コネクションの共有機能の有効範囲が異なります。有
効範囲が J2EE コンポーネント内の場合は，サーブレット，JSP，Enterprise Bean など
の同一コンポーネントだけでコネクションが共有されます。有効範囲が J2EE コンポー
ネントをわたる場合は，J2EE コンポーネント間でローカル呼び出しした場合，呼び出さ
れた複数の J2EE コンポーネントにわたってコネクションが共有されます。
06-50 以降，ローカルトランザクション内でのコネクションシェアリングが複数の J2EE
コンポーネントにわたって有効となります。06-50 より前では，ローカルトランザクショ
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ン内でのコネクションシェアリングは，J2EE コンポーネント内だけで有効で，J2EE コ
ンポーネントをわたった場合はコネクションアソシエーションが有効でした。
また，06-50 以降，グローバルトランザクション内でコネクションシェアリングが複数の
J2EE コンポーネントにわたって有効となります。06-50 より前では，トランザクション
内でのコネクションシェアリングは J2EE コンポーネント内だけで有効で，J2EE コン
ポーネントをわたった場合はコネクションアソシエーションが有効でした。ただし，コ
ネクションアソシエーションが有効になるのは，
ejbserver.connectionpool.xatx.association=true が指定された場合に限ります。
コネクションの共有機能については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のコネク
ションシェアリング・アソシエーションに関する説明を参照してください。

（19）コネクションアソシエーションの有効化方法
06-50 以降，コネクションアソシエーションを有効にするプロパティがローカルトランザ
クションとグローバルトランザクションで統一されたので，ユーザプロパティファイル
には ejbserver.connectionpool.association.enabled キーを指定します。06-50 より前で
は，コネクションアソシエーションはローカルトランザクションの場合は常に有効で，
グローバルトランザクションの場合は
ejbserver.connectionpool.xatx.association.enabled キーで有効／無効の切り替えができ
ました。
06-50 より前で，ユーザプロパティファイルに
ejbserver.connectionpool.xatx.association.enabled=true を指定していた場合は，J2EE
サーバの移行コマンドが ejbserver.connectionpool.association.enabled=true に自動的に
変換します。変換後に取得した Connector 属性ファイルと旧バージョンでのプロパティ
の対応関係を次に示します。
旧バージョンでの条件

変換後のユーザプロパティ

ejbserver.connectionpool.xatx.association.enabled=t
rue の指定がある場合

ejbserver.connectionpool.association.enabled=
true

コネクションの共有機能については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のコネク
ションシェアリング・アソシエーションに関する説明を参照してください。

（20）コネクションスイーパの動作オプションの設定方法
06-50 以降，J2EE サーバのコネクションプーリングでのコネクションスイーパの監視時
間，および監視間隔をリソースアダプタ単位に設定できます。06-50 より前では，ユーザ
プロパティファイルに ejbserver.connectionpool.connection.timeout，および
ejbserver.connectionpool.sweeper.interval キーを指定することで，それぞれ監視時間，
および監視間隔を J2EE サーバ単位に設定していました。06-50 以降，Connector 属性
ファイルの <property> タグで，ConnectionTimeout，または SweeperInterval に指定
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します。
06-50 より前で，監視時間と監視間隔をそれぞれ
ejbserver.connectionpool.connection.timeout，および
ejbserver.connectionpool.sweeper.interval キーに指定していた場合は，J2EE サーバの
移行コマンドが自動的に変換します。旧バージョンでのプロパティと，変換後に
cjgetrarprop コマンドで取得した Connector 属性ファイルの値の対応関係は次のとおり
です。
旧バージョンでの条件
ejbserver.connectionpool.connection.timeout に値が指定され
ている場合

変換後の Connector 属性ファイルの値
タグ

値
タグ

<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-name>
ConnectionTimeout
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-value>

値
[値]
ejbserver.connectionpool.sweeper.interval に値が指定されて
いる場合

タグ

値
タグ

<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-name>
SweeperInterval
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-value>

値
[値]

コネクションスイーパについては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してく
ださい。

（21）コネクションプールのウォーミングアップ機能の設定方法
07-00 以降では，J2EE サーバのコネクションプールのウォーミングアップを有効にする
かどうかをリソースアダプタ単位に設定します。
07-00 より前では，usrconf.properties に ejbserver.connectionpool.warmup キーを指定
して J2EE サーバ単位に設定していました。07-00 以降は，Connector 属性ファイルの
<property> タグで，Warmup を設定します。
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ejbserver.connectionpool.warmup キーから Connector 属性ファイルの <property> タグ
への設定変更は，J2EE サーバの移行コマンドが自動的に移行します。

（22）コネクションの障害検知，ネットワーク障害のタイムアウトの設定
方法
07-00 以降では，J2EE サーバのコネクションの障害検知のタイムアウト，およびネット
ワーク障害のタイムアウトをリソースアダプタ単位に設定します。
07-00 より前では，usrconf.properties に
ejbserver.connectionpool.validation.timeout.enabled キー，および
ejbserver.connectionpool.NetworkFailureTimeout.enabled キーを指定して J2EE サー
バ単位に設定していました。07-00 以降は，Connector 属性ファイルの <property> タグ
で，NetworkFailureTimeout を設定します。
ejbserver.connectionpool.validation.timeout.enabled キー，および
ejbserver.connectionpool.NetworkFailureTimeout.enabled キーから Connector 属性
ファイルの <property> タグへの設定変更は，J2EE サーバの移行コマンドが自動的に移
行します。

（23）コネクションの自動クローズのプロパティのデフォルト値
07-00 以降，Web コンテナによるコネクションの自動クローズ機能は，デフォルトで有
効となり，usrconf.properties に次のキーが設定されます。
ejbserver.webj2ee.connectionAutoClose.enabled=true
J2EE サーバの移行コマンドを使用して移行する場合には，旧バージョンでの設定値が有
効になります。

（24）リソースアダプタのログのサイズと面数
07-00 以降では，usrconf.properties のキーで指定していたリソースアダプタのログのサ
イズと面数のデフォルト値が次のように変更されます。
• ejbserver.connector.logwriter.filesize=2097152
• ejbserver.connector.logwriter.filenum=4
アップグレードインストールの場合には，旧バージョンでの設定値が有効になります。

（25）リソースアダプタのプロパティのデフォルト値
07-00 以降，リソースアダプタのプロパティを定義する，Connector 属性ファイルのデ
フォルト値が変更されます。
● コネクションプーリング機能
07-00 以降，コネクションプーリング機能はデフォルトで有効となり，Connector 属
性ファイルの <property> タグで次の値が設定されます。
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• MaxPoolSize=10
• MinPoolSize=10
J2EE サーバの移行コマンドを使用して移行する場合には，旧バージョンでの設定値
が有効になります。
● コネクションの障害検知機能
07-00 以降，コネクションの障害検知機能はデフォルトで有効となり，Connector 属
性ファイルの <property> タグで次の値が設定されます。
• ValidationType=1
J2EE サーバの移行コマンドを使用して移行する場合には，旧バージョンでの設定値
が有効になります。
● データベースへの接続試行のタイムアウト
07-00 以降，データベースへの接続試行のタイムアウトのデフォルト値が 0 秒から 8
秒に変更となり，Connector 属性ファイルの <config-property> タグで次の値が設定
されます。
• loginTimeout=8（秒）
Cosminexus DABroker Library 用の DB Connector のデフォルト値は変更ありませ
ん。
J2EE サーバの移行コマンドを使用して移行する場合には，旧バージョンでの設定値
が有効になります。

（26）ログ出力ディレクトリの構成変更
07-00 以降では，ログファイルの出力ディレクトリ構成が変更になり，保守用ログの出力
先ディレクトリ構成が変更されました。
07-00 より前から 07-60 へ移行する場合は，J2EE サーバの移行コマンドが自動的に
ejb.server.log.mode=6 を設定するため，07-00 より前のログファイルの出力ディレクト
リ構成で保守用ログが出力されます。

（27）1.4 モードのデータソース廃止
06-50 以降，1.4 モード（06-71 までのスタンダードモード，アドバンスドモード）の
J2EE サーバのデータソースが廃止になり，DB Connector だけが利用できるようになり
ました。そのため，データソースを使用していた場合は，操作手順，運用手順が変更に
なります。なお，ベーシックモードでは引き続きデータソースだけが利用できます。
06-50 より前で，データソースを使用していた場合，J2EE サーバの移行コマンドがデー
タソースを DB Connector へ変換します。変換後にコマンドで取得した Connector 属性
ファイルと旧バージョンでコマンドを使用して取得したデータソース属性ファイルの対
応関係を表に示します。表 A-5 から表 A-7 は，変換後に cjgetrarprop コマンドで取得し
た Connector 属性ファイルの値を示します。表 A-5 から表 A-7 の「値」の列の括弧付き
の数字は，表 A-8 または表 A-9 の括弧付きの数字に指定されていた値が設定されること
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を意味します。「デフォルト」はデフォルト値が設定されることを意味します。
表 A-5 変換後に cjgetrarprop コマンドを使用して取得した Connector 属性ファイル
タグ名
<hitachi-connector-property>

−

<description>

表 A-8 の (1)

<display-name>

表 A-8 の (2)

<icon>

−

<small-icon>

デフォルト

<large-icon>

デフォルト

<vender-name>

デフォルト

<spec-version>

デフォルト

<eis-type>

デフォルト

<version>

デフォルト

<license>

−

<license-required>
<resourceadaptor>

デフォルト
−

<managedconnectionfactory-clas
s>

デフォルト

<connectionfactory-interface>

デフォルト

<connectionfactory-impl-class>

デフォルト

<connection-interface>

デフォルト

<connection-impl-class>

デフォルト

<transaction-support>

デフォルト

<config-property>

−

<description>

デフォルト

<config-property-name>

指定されるプロパティについては表 A-6 参照

<config-property-type>

デフォルト

<config-property-value>

指定される値については表 A-6 参照

<reauthentication-support>

−

<security-permission>

−

<description>

デフォルト

<security-permission-spec
>

デフォルト

<runtime>

−

<property>
<property-name>
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−
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タグ名

値

<property-type>

デフォルト

<property-value>

指定される値については表 A-7 参照

<property-default-value>

デフォルト

表 A-6 Connector 属性ファイルの <config-property> タグに指定されるプロパティと値
<config-property-name> タグに指定されるプロ
パティ

<config-property-value> タグに指定される値

loginTimeout

表 A-9 の (12)

networkProtocol

表 A-9 の (13)

serverName

表 A-9 の (14)

portNumber

表 A-9 の (15)

databaseName

表 A-9 の (16)

description

表 A-9 の (17)

DBHostName

表 A-9 の (18)

DBEnv

表 A-9 の (19)

encodLang

表 A-9 の (20)

JDBC_IF_TRC

表 A-9 の (21)

SV_EVENT_TRC

表 A-9 の (22)

TRC_NO

表 A-9 の (23)

uapName

表 A-9 の (24)

bufSize

表 A-9 の (25)

rowSize

表 A-9 の (26)

OSAuthorize

表 A-9 の (27)

HiRDBCursorMode

表 A-9 の (28)

blockUpdate

表 A-9 の (29)

executeDirectMode

表 A-9 の (30)

SQLWarningIgnore

表 A-9 の (31)

LONGVARBINARY_Access

表 A-9 の (32)

XAOpenString

表 A-9 の (33)

XACloseString

表 A-9 の (34)

RMID

表 A-9 の (35)

XAThreadMode

表 A-9 の (36)

XALocalCommitMode

表 A-9 の (37)

PreparedStatementPoolSize

0
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<config-property-name> タグに指定されるプロ
パティ

<config-property-value> タグに指定される値

CallableStatementPoolSize

0

CancelStatement

false

logLevel

デフォルト

表 A-7 Connector 属性ファイルの <property> タグに指定されるプロパティと値
<property-name> タグに指定されるプロパティ

<property-value> タグに指定される値

MinPoolSize

表 A-8 の (3)

MaxPoolSize

表 A-8 の (4)

LogEnabled

デフォルト

User

表 A-9 の (38)

Password

表 A-9 の (39)

ValidationType

デフォルト

ValidationInterval

デフォルト

RetryCount

表 A-8 の (10)

RetryInterval

表 A-8 の (11)

ConnectionTimeout

ejbserver.connectionpool.connection.timeout に値が
指定されている場合はその値。指定されていない場
合はデフォルト。

SweeperInterval

ejbserver.connectionpool.sweeper.interval に値が指
定されている場合はその値。指定されていない場合
はデフォルト。

RequestQueueEnable

false

RequestQueueTimeout

デフォルト

WatchEnabled

デフォルト

WatchInterval

デフォルト

WatchThreshold

デフォルト

WatchWriteFileEnabled

デフォルト

表 A-8 旧バージョンで cjgetresprop コマンドによって取得したデータソース属性ファイ
ル
タグ名
<hitachi-datasource-property>
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<display-name>

(2)

<property>

−
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タグ名

項目番号

<name>

指定されるプロパティについては表 A-9 参照

<XADataSource>

指定される値については表 A-9 参照

<PoolConfiguration>

−

<MinimumSize>

(3)

<MaximumSize>

(4)

<Threshold>

(5)

<GrowthIncrement>

(6)

<WaitTimeout>

(7)

<ConnectionTimeout>

(8)

<SweeperInterval>

(9)

<RetryCount>

(10)

<RetryInterval>

(11)

表 A-9 データソース属性ファイルの <property> タグに指定されるプロパティ
<name> タグに指定されるプロパティ

<XADataSource> タグに指定され
る値

LoginTimeout

(12)

NetworkProtocol

(13)

ServerName

(14)

PortNumber

(15)

DatabaseName

(16)

Description

(17)

DBHostName

(18)

DBEnv

(19)

EncodLang

(20)

JDBC_IF_TRC

(21)

SV_EVENT_TRC

(22)

TRC_NO

(23)

UapName

(24)

BufSize

(25)

RowSize

(26)

OSAuthorize

(27)

HiRDBCursorMode

(28)

BlockUpdate

(29)

ExecuteDirectMode

(30)
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<name> タグに指定されるプロパティ

<XADataSource> タグに指定され
る値

SQLWarningIgnore

(31)

LONGVARBINARY_Access

(32)

XAOpenString

(33)

XACloseString

(34)

RMID

(35)

XAThreadMode

(36)

XALocalCommitMode

(37)

User

(38)

Password

(39)

なお，移行コマンドでデータソースから DB Connector へ変換するときに，すでに同一
表示名称（display-name）の DB Connector，またはリソースアダプタが存在した場合
には，表示名称の最後に連番を付与し，表示名称を一意にします。DB Connector による
接続については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。

（28）Naming Manager 機能の削除
07-00 以降では，07-00 より前まで提供していた Naming Manager 機能（別名付与とク
ラスタ化）は使用できません。この機能を使用していた場合は，次に示す機能を使用す
るように変更してください。
● 別名付与
EJB ホームオブジェクトリファレンスに別名を付ける場合は，ネーミング管理機能の
ユーザ指定名前空間機能を使用してください。ユーザ指定名前空間機能については，
マニュアル「Cosminexus 機能解説」の JNDI 名前空間へのオブジェクトのバイン
ドとルックアップに関する説明を参照してください。
● クラスタ化
複数の EJB ホームオブジェクトリファレンスの中からラウンドロビンのポリシーで選
択されたものを検索する場合は，ネーミング管理機能のラウンドロビンポリシーによ
る CORBA ネーミングサービスの検索機能を使用してください。
ラウンドロビンポリシーによる CORBA ネーミングサービスの検索については，マ
ニュアル「Cosminexus

機能解説」を参照してください。

（29）リロード機能適用範囲を指定するプロパティ値の変更
07-10 以降，J2EE アプリケーションのリロード機能適用範囲を設定する，
usrconf.properties の ejbserver.deploy.context.reload_scope キーのデフォルト値が変更
になります。07-00 では，デフォルト値は「none」でしたが，07-10 以降は「app」に変
更になります。

816

付録 A

Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 からの移行

なお，移行コマンドを使用して 07-00 以前から移行する場合は，既定値が有効になりま
す。

（30）Cosminexus RM 連携用のリソースアダプタのプロパティへの，
CancelStatement プロパティの追加
07-50 以降では，Cosminexus RM 連携用のリソースアダプタ（DB Connector for
Cosminexus RM）で，ステートメントキャンセル機能がデフォルトで有効になります。
次に示す RAR ファイルの Connector 属性ファイルの <config-property> タグに，
「CancelStatement=true」が追加されます。
• DBConnector_HiRDB_Type4_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_HiRDB_Type4_XA_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_DABJ_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_DABJ_XA_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_Oracle_CP_Cosminexus_RM.rar
• DBConnector_Oracle_XA_Cosminexus_RM.rar
なお，07-10 以前から移行する場合は，
「CancelStatement=false」が設定されます。

（31）リソース枯渇機能でのメモリ枯渇監視情報の計算式の変更
07-60 以降，リソース枯渇監視機能のメモリ枯渇監視情報として出力される Rate2 の値
の計算式が変更になります。
• 07-50 以前
Rate2 の値＝ New 領域消費サイズ／ Old 領域空きサイズ× 100（%）
• 07-60 以降
Rate2 の値＝ New 領域合計サイズ／ Old 領域最大空きサイズ× 100（%）

（32）異なる J2EE アプリケーションに含まれるリソースアダプタでの別
名の重複指定
07-50 以前では，異なる J2EE アプリケーションに含まれるリソースアダプタであって
も，すでに別のオブジェクトが使用している別名は指定できませんでした。
07-60 以降では，異なる J2EE アプリケーションに含まるリソースアダプタの場合に，
すでに同じ名称が指定されている別名でも指定できます。

（33）カスタムタグのスクリプト変数定義の変更
07-00 以降と 07-00 より前では，複数のカスタムタグで，スクリプト変数名とスクリプ
ト変数のスコープが重複した場合に，JSP ファイルのコンパイル結果が異なります。
• 07-00 より前の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーが発生します。
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• 07-00 以降の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーは発生しません。
この場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，JSP ファイルのコン
パイル結果が 07-00 より前と同じになります。

（34）<jsp:useBean> タグの class 属性に対するエラーチェックの変更
07-00 以降と 07-00 より前では，<jsp:useBean> タグの class 属性に対して，インスタン
ス化できないクラス名を指定した場合に，JSP ファイルのコンパイル結果が異なります。
• 07-00 より前の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーは発生しません。
• 07-00 以降の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーが発生します。
この場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，JSP ファイルのコン
パイル結果が 07-00 より前と同じになります。

（35）タグの属性値の Expression チェックの変更
07-00 以降と 07-00 より前では，Expression が指定可能な属性以外に Expression を指
定したタグを含む JSP ファイルの場合に，コンパイル結果が異なります。
• 07-00 より前の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーは発生しません。
• 07-00 以降の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーが発生します。
この場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，JSP ファイルのコン
パイル結果が 07-00 より前と同じになります。

（36）タグの属性値に指定する Expression に関する変更
07-00 以降と 07-00 より前では，タグの属性値が，
「"<%=」または「'<%=」で開始して，
「%>"」または「%>'」で終了していない場合（例えば，
「%>」と「"」または「'」の間
に，任意の文字列があるような場合）に，JSP ファイルのコンパイル結果が異なります。
• 07-00 より前の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーは発生しません。
• 07-00 以降の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーが発生します。
この場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，JSP ファイルのコン
パイル結果が 07-00 より前と同じになります。

（37）taglib ディレクティブの prefix 属性に関する変更
07-00 以降と 07-00 より前では，taglib ディレクティブの前に，taglib ディレクティブで
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指定した prefix を使用したカスタムタグを記述している場合に，JSP ファイルのコンパ
イル結果が異なります。
• 07-00 より前の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーは発生しません。
• 07-00 以降の場合
JSP ファイルのコンパイルでコンパイルエラーが発生します。
この場合，JSP トランスレーション下位互換機能を使用すると，JSP ファイルのコン
パイル結果が 07-00 より前と同じになります。

（38）JSP での $ の扱いの変更
07-00 以降，JSP 仕様では "$" が予約語になっています。
JSP ファイル内に "¥$" と記述した場合は，エスケープシーケンスによって "$" と出力さ
れます。"¥$" と出力したい場合には，"¥¥$" と記述してください。

（39）サーバ管理コマンドの同時実行制御
06-50 以降では，排他制御によるサーバ管理コマンドの同時実行制御は，J2EE サーバご
とに行います。また，サーバ管理コマンドを，処理内容に応じて「更新」
，「参照」
，「特
権」と三つの系統に分別し，系統ごとに排他制御します。06-50 より前では，排他制御に
よるサーバ管理コマンドの同時実行制御は，CORBA ネーミングサービスごとに行って
いました。
（a） サーバ管理コマンドの同時実行の制約
06-50 より前では，サーバ管理コマンドは，CORBA ネーミングサービスごとに同時に一
つしか実行できなかったため，同じ J2EE サーバに対してサーバ管理コマンドを同時に
実行すると一方のサーバ管理コマンドはエラー終了していました。また，複数の J2EE
サーバを同じ CORBA ネーミングサービスで管理し，異なる J2EE サーバに対してサー
バ管理コマンドを同時に実行する場合でも，一方のサーバ管理コマンドはエラー終了し
ていました。06-50 以降では，同じ J2EE サーバ上で系統が異なるサーバ管理コマンド
を同時に実行できます。
同系統のサーバ管理コマンドを同時に実行した場合，あとに実行したサーバ管理コマン
ドは，最初に実行したサーバ管理コマンドの終了を待ちます。また，同じ CORBA ネー
ミングサービスが複数の J2EE サーバを管理する場合，異なる J2EE サーバに対して
サーバ管理コマンドを同時に実行できます。コマンドの分類については，マニュアル
「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照してください。また，サーバ管理コ

マンドの実行と排他制御については，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。
（b） 時間監視によるロック強制解除
06-50 より前では，サーバ管理コマンドがエラーなどによって不正終了し，排他制御の
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ロックが解除されないで不正な状態になった場合，cjresetsv コマンドを実行してロック
を強制解除する必要があります。06-50 以降では，J2EE サーバとサーバ管理コマンド間
の通信間隔の時間を監視し，排他制御のためのロックを強制解除します（J2EE サーバと
サーバ管理コマンドは複数回通信します）。これによって，サーバ管理コマンドが処理の
途中に不正終了した場合でも，時間監視によってロックが強制解除されます。ただし，
時間監視によってロックが強制解除されたあと，サーバ管理コマンドが J2EE サーバと
通信した場合，コマンドはエラー終了します。このような場合には，時間監視による
ロック強制解除のタイムアウト値を変更したあとに，サーバ管理コマンドを再実行して
ください。usrconf.properties の ejbserver.deploy.exclusive.lockAliveInterval キーに値
を指定することで，タイムアウト値を変更できます。キーの詳細については，マニュア
ル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
（c） 排他制御のロック強制解除コマンド
06-50 より前では，cjresetsv コマンドのオプションに CORBA ネーミングサービスを指
定し，排他制御のロックを強制解除していました。06-50 以降では，cjresetsv コマンド
のオプションに J2EE サーバを指定し，排他制御のロックを強制解除します。コマンド
の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照して

ください。

（40）J2EE サーバとの通信の時間監視
06-50 以降では，サーバ管理コマンドと J2EE サーバ間の通信は時間監視され，デフォ
ルトのタイムアウト値は，180（秒）です。06-50 より前では，時間監視されません。
注意事項
06-50 より前と同様に J2EE サーバとの通信を時間監視しない場合には，サーバ管
理コマンドの usrconf.properties の ejbserver.rmi.request.timeout キーに 0 を設定
します。適切な値を設定して，時間監視機能を使用することをお勧めします。キー
の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照して
ください。

（41）リデプロイ機能で実施する J2EE アプリケーション属性の引き継ぎ
の動作
cjreplaceapp コマンドを使用してリデプロイを実施する際に，入れ替え前の J2EE アプ
リケーションの情報を，入れ替え後の J2EE アプリケーションに引き継ぎますが，
Cosminexus のバージョンによって引き継ぐ情報が異なります。
06-70 より前のバージョンでは，J2EE アプリケーションのランタイム属性※だけを引き
継ぎます。06-70 以降のバージョンでは，デフォルトでは，J2EE アプリケーションのす
べての属性情報を引き継ぎます。06-70 より前のバージョンと同じように，ランタイム属
性だけを引き継ぎたい場合は，オプションを指定して cjreplaceapp コマンドを実行しま
す。コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
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編」を参照してください。
注※
属性ファイルには，DD（application.xml，ejb-jar.xml，ra.xml，web.xml）の定義
と属性ファイル独自の定義が設定できます。属性ファイル独自の定義のことをラン
タイム属性といいます。

（42）ログファイルの出力方法の変更
07-00 以降，サーバ管理コマンドのログファイルの出力方法が変更されます。07-00 より
前までは，コマンドのプロセスごとにログファイルを生成してログを出力しましたが，
07-00 以降では，コマンドの複数プロセスで共通のログファイルにログを出力します。
07-00 より前から 07-60 へ移行する場合，J2EE サーバの移行コマンドが自動的に
ejbserver.cui.logfile.compatible=true を設定するため，07-00 より前のログファイルの出
力方法でログが出力されます。

（43）属性ファイルの <icon> タグの変更
07-00 以降，次の属性ファイルで，<icon> タグの下位に，<small-icon> タグと
<large-icon> タグが出力されるようになりました。
• アプリケーション属性ファイル
• EJB-JAR 属性ファイル
• Session Bean 属性ファイル
• Entity Bean 属性ファイル
• WAR 属性ファイル
• サーブレット属性ファイル
• Messsage-driven Bean 属性ファイル
• フィルタ属性ファイル

（44）属性ファイルの xml:lang 属性の出力
07-00 以降，次の属性ファイルで，<description>，<display-name>，および <icon> タ
グに xml:lang 属性が出力されるようになりました。xml:lnag 属性のデフォルト値は
「en」です。なお，バージョンによって，xml:lang 属性が出力される属性ファイルが異
なります。
● 07-00 以降
• EJB-JAR 属性ファイル
• Session Bean 属性ファイル
• Entity Bean 属性ファイル
• WAR 属性ファイル
• サーブレット属性ファイル
• Messsage-driven Bean 属性ファイル
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• フィルタ属性ファイル
● 07-50 以降
• Connector 属性ファイル

（45）Connector 属性ファイルでのユーザ ID およびパスワードの非表示
07-10 以降では，cjgetresprop コマンドまたは cjgetrarprop コマンドでの Connector 属
性ファイル取得時に，Connector 属性ファイルの <property-name> タグの値として
「User」または「Password」が設定されている場合，これらのタグに対応する
<property-value> タグの値は，セキュリティ上の理由で表示されなくなりました。
<property-name> タグの値として「User」または「Password」が設定されているタグ
の，<property-value> タグの値を変更する場合は，<property-value> タグを追加して変
更後の値を設定してください。

（46）メール属性ファイルの <reply-to> タグの削除
07-10 以降，メール属性ファイルの <reply-to> タグは削除されました。<reply-to> タグ
は指定できません。

（47）EJB-JAR 属性ファイルの <interceptor-class> タグの出現パターン
の変更
EJB-JAR 属性ファイルの <interceptor-binding> 直下の <interceptor-class> タグの出現
パターンが変更されます。07-10 より前では，<interceptor-class> タグの出現パターン
は 1 回以上でした。07-10 以降では，<interceptor-class> タグの出現パターンは０回以
上になります。

（48）Connector 属性ファイルでの XA_OPEN 文字列の非表示
07-50 以降では，cjgetresprop コマンド，cjgetrarprop コマンド，または cjgetappprop
コマンドで Connector 属性ファイル取得時に，Connector 属性ファイルの
<config-property-name> タグの値として「XAOpenString」が設定されている場合，こ
のタグに対応する <config-property-value> タグの値は，セキュリティ上の理由で表示さ
れなくなりました。<config-property-name> タグの値として「XAOpenString」が設定
されているタグの，<config-property-value> タグの値を変更する場合は，
<config-property-value> タグを追加して変更後の値を設定してください。

（49）Connector 属性ファイルの構造変更
07-50 以降では，Connector 属性ファイルの構造が変更され，
<outbound-resourceadapter> タグ，および <outbound-resourceadapter> タグの
<connection-definition> タグの下位に，次のタグが出力されるようになりました。
● <outbound-resourceadapter> タグの下位に出力されるタグ
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• <transaction-support> タグ
• <reauthentication-support> タグ
● <outbound-resourceadapter> タグの <connection-definition> タグの下位に出力される
タグ
• <managedconnectionfactory-class> タグ
• <config-property> タグ
• <connectionfactory-interface> タグ
• <connectionfactory-impl-class> タグ
• <connection-interface> タグ
• <connection-impl-class> タグ
• <connector-runtime> タグ

（50）属性ファイル中に指定されたメソッドのチェック
07-50 以降では，cjsetappprop コマンドまたは cjsetresprop コマンド実行時に，引数で
指定された属性ファイル中の <container-transaction>，
<ejb-method-observation-timeout>，または <ejb-transaction-timeout> タグで指定され
たメソッドが，Enterprise Bean 中にあるかどうかをチェックします。属性ファイル中の
これらのタグに指定されたメソッドが，Enterprise Bean 中にない場合は，エラーとなり
ます。
07-10 より前から 07-60 へ移行する場合は，J2EE サーバの移行コマンドが自動的に
ejbserver.cui.checkmethod.compatible=true を設定するため，07-10 より前のメソッド
のチェック方法でメソッドはチェックされます。

（51）Connector 属性ファイルの <config-property> タグに指定できるプロ
パティの並び順の変更
07-50 以降では，Connector 属性ファイルの <config-property> タグに指定できるプロパ
ティの並び順が，一部変更になります。移行コマンドで 07-10 以前から移行する場合，
<config-property> タグに指定できるプロパティの並び順は，07-50 以降の並び順に変更
されます。

（52）サーバマネジャ，ユーザマネジャの削除
07-00 より前まで J2EE アプリケーションやリソースの設定で使用されていたサーバマ
ネジャ（cjadminsv コマンド）とユーザマネジャ（cjadminusr コマンド）は，07-00 以
降は使用できません。
J2EE アプリケーションやリソースを設定する場合には，サーバ管理コマンド，または
Server Plug-in を使用してください。なお，Server Plug-in は Management Server の利
用が前提となるため，Smart Composer 機能や運用管理ポータルでシステムを構築する
場合だけ使用できます。
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（53）MessageDrivenBean 属性ファイルでの指定必須要素の省略
07-60 以降で，Connector 1.5 仕様に準拠したリソースアダプタの場合，
MessageDrivenBean 属性ファイルの次に示す要素が省略できます。
• <message-ref>-<connection-factory>
• <message-ref>-<connection-destination>-<queue>
ただし，Cosminexus RM および TP1/Message Queue - Access によるデータベース接続
で，Message-driven Bean を使用する場合は，MessageDrivenBean 属性ファイルでこ
れらの要素の指定は省略できません。この場合，MessageDrivenBean 属性ファイルでこ
れらの要素の指定を省略しても，cjsetappprop コマンドでの属性設定時にはエラーにな
りませんが，Message-driven Bean を含む J2EE アプリケーションの開始時にエラーと
なります。

（54）RMI-IIOP スタブおよび RMI-IIOP インタフェースの取得方法
06-50 以降，アプリケーションの RMI-IIOP スタブおよび RMI-IIOP インタフェースを
一括で取得する機能をサポートします。06-50 より前では，RMI-IIOP スタブ，および
RMI-IIOP インタフェースを J2EE サーバからダウンロードしていましたが，06-50 以降
では，cjgetstubsjar コマンドを使用して該当のファイルを一括で取得できます。コマン
ドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照し

てください。

（55）cjclstartap コマンドの仕様変更
07-10 以降，cjclstartap コマンドの仕様が変更になります。変更点を次に示します。
● Java オプション指定の追加
cjclstartap コマンドの引数に Java オプションを指定できるようになりました。
● デフォルトのログ出力先の変更
デフォルトのログ出力先は，07-10 より前では，<Cosminexus のインストールディレ
クトリ >¥CC¥client¥logs（Windows の場合）または /opt/Cosminexus/CC/client/
logs（UNIX の場合）となっていました。07-10 以降では，デフォルトのログ出力先
は次の場所に変更になりました。
07-10 以降のデフォルトのログ出力先
<cjclstartap コマンド実行ディレクトリ >/logs
● ログファイル取得の追加
次に示すログファイルを取得できるようになりました。
• ユーザ出力ログ
• ユーザエラーログ
• JavaVM の保守情報およびガーベージコレクションのログ
• EJB コンテナの保守情報
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• 起動プロセス標準出力情報
• 起動プロセス標準エラー情報
● オプションの追加
ログ出力に関するオプションを追加しました。
• ejb.client.log.directory
• ejb.client.ejb.log
• ejb.client.log.appid
• ejb.client.log.stdout.enabled
なお，各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」の usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）に関す
る説明を参照してください。
● 複数プロセスの起動抑止
同一のディレクトリ上で複数のプロセスを起動できません。
● ログ出力先の共有不可
07-10 以降で追加取得するログは，複数のプロセス間でログ出力先を共有できません。

付録 A.4 J2EE サーバの作業ディレクトリのディスク容量の
確認
J2EE サーバの作業ディレクトリ用に十分なディスク容量があるかを確認します。
旧バージョンからの移行で幾つかの移行コマンドを実行する必要がありますが，移行コ
マンドを実行すると，J2EE サーバの作業ディレクトリ内のファイルを変換する前にバッ
クアップを作成します。バックアップは J2EE サーバの作業ディレクトリ以下に作成さ
れます。また，移行コマンドを実行すると，バックアップ分の容量に加えて，J2EE サー
バの作業ディレクトリ自体のサイズも大きくなります。
これらの理由から，移行の前に作業ディレクトリに割り当てられているディスク領域の
容量が十分かどうかを確認してください。バックアップと移行後の作業ディレクトリの
サイズは次のとおりです。
なお，ここでのバックアップとは，バックアップ作業ディレクトリとバックアップ RAR
ディレクトリを示します。詳細については，
「付録 A.7
実行」，および「付録 A.8

J2EE サーバの移行コマンドの

リソースアダプタの移行コマンドの実行」を参照してくださ

い。
旧バージョンでの J2EE サーバの作業ディレクトリのサイズが N バイトの場合，バック
アップ領域のサイズは，次の計算式で算出してください。
N ×（cjenvupdate コマンドによって作業ディレクトリが移行される場合は 1，移行され
ない場合は 0）＋ N ×（DB Connector を使用している場合は 1，使用していない場合は
0）+Ｎ ×（リソースアダプタを使用している場合は，バージョンアップするリソースア
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ダプタの数）
また，旧バージョンでの J2EE サーバの作業ディレクトリのサイズが N バイトの場合，
作業ディレクトリ自体の増加分のサイズは次の計算式で算出してください。
N ×（cjenvupdate コマンドによって作業ディレクトリが移行される場合は 1，移行され
ない場合は 0）＋ N ×（DB Connector を使用している場合は 1，使用していない場合は
0）+Ｎ ×（リソースアダプタを使用している場合は，バージョンアップするリソースア
ダプタの数）
注意事項
移行するためには，J2EE サーバの作業ディレクトリが割り当てられているディス
クの空き容量が，バックアップ領域分と作業ディレクトリ自体の増加分を足した値
よりも大きい必要があります。なお，移行が完了したあと，バックアップ領域は削
除できます。

付録 A.5

移行前の確認

移行前に，Cosminexus の動作環境，および動作状態を確認します。次に確認項目を示
します。
● 運用管理サーバ（Management Server だけ起動するマシン）を利用するシステム構
成の場合，運用管理サーバの Cosminexus は 07-60 に移行する必要があります。
● 旧バージョンの Cosminexus が終了していることを確認してください。Cosminexus
の全構成ソフトウェアを終了させます。
● Microsoft IIS を使用している場合は，Microsoft IIS を終了させます。
● Cosminexus 06-50 より前で，J2EE サーバのスタンダードモード，アドバンスドモー
ドでデータソースを使用していた場合には，移行する前に，セットアップされている
すべての J2EE サーバで，インポートされているすべてのデータソースの設定が正し
く行われていること，接続テストに成功することを必ず確認してください。正しく設
定されていないために接続テストに失敗するデータソースは，削除するか，または設
定を見直して接続テストに成功するようにしてください。
接続テストに失敗するデータソースが存在する状態で，アップグレードインストール
した場合には，移行した DB Connector および J2EE サーバが停止できなくなるので，
注意してください。停止できなくなった場合は，保守員に連絡してください。

付録 A.6

定義などのバックアップ

移行前に定義ファイルなどのバックアップを取ります。バックアップを取るディレクト
リを次の表に示します。
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表 A-10 バックアップを取るディレクトリ
機能

バックアップを取るディレクトリ

Management Server ／統合ユーザ
管理

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager

J2EE サーバ

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥usrconf
J2EE サーバ用作業ディレクトリ
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/usrconf
J2EE サーバ用作業ディレクトリ

サーバ管理コマンド

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥admin¥usrconf
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/admin/usrconf

Web サーバ連携

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector

付録 A.7

J2EE サーバの移行コマンドの実行

ここでは，J2EE サーバの移行コマンドである cjenvupdate コマンドの実行について説
明します。

（1） バックアップ作業ディレクトリ
J2EE サーバの移行コマンドを実行すると，J2EE サーバの作業ディレクトリ内のファイ
ルを変換する前にバックアップを作成します。このマニュアルでは，バックアップされ
た作業ディレクトリのことを，バックアップ作業ディレクトリと呼びます。バックアッ
プ作業ディレクトリには，移行前の情報（ファイル）が残ります。移行コマンドの実行
が終了したとき，バックアップ作業ディレクトリは自動的に削除されません。
注意事項
• Windows で，作業ディレクトリが「・・・¥< ディレクトリ名 >」の場合，バック
アップ作業ディレクトリは，
「・・・¥< ディレクトリ名 >¥< ディレクトリ名
>_old」になります。例えば，作業ディレクトリが「<Cosminexus のインストー
ルディレクトリ >¥CC¥server¥public」の場合，バックアップ作業ディレクトリ
は，
「<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥public¥public_old」になります。
• UNIX で，作業ディレクトリが「・・・/< ディレクトリ名 >」の場合，バック
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アップ作業ディレクトリは，
「・・・/< ディレクトリ名 >/< ディレクトリ名
>_old」になります。例えば，作業ディレクトリが「/opt/Cosminexus/CC/server/
public」の場合，バックアップ作業ディレクトリは，
「/opt/Cosminexus/CC/
server/public/public_old」になります。
• 作業ディレクトリの移行が必要ないバージョンからのバージョンアップの場合，
cjenvupdate コマンドは作業ディレクトリの移行は行いません。この場合，バック
アップ作業ディレクトリは作成されません。

（2） J2EE サーバの移行方法
cjenvupdate コマンドを実行します。cjenvupdate コマンドの実行形式を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥bin¥cjenvupdate
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/bin/cjenvupdate
cjenvupdate コマンドを実行すると，作業ディレクトリおよびユーザ定義ファイルが移行
されます。なお，cjenvupdate コマンドのログは，06-00 以降，次の場所に出力されま
す。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥logs
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/logs
cjenvupdate 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。

付録 A.8

リソースアダプタの移行コマンドの実行

ここでは，リソースアダプタの移行コマンドである cjrarupdate コマンドの実行につい
て説明します。

（1） バックアップ RAR ディレクトリ
リソースアダプタの移行コマンドを実行すると，J2EE サーバの作業ディレクトリ内の
ファイルを変換する前にバックアップを作成します。このマニュアルでは，バックアッ
プされた作業ディレクトリのことを，バックアップ RAR ディレクトリと呼びます。バッ
クアップ RAR ディレクトリには，移行前の情報（ファイル）が残ります。リソースアダ
プタの移行コマンドの実行が終了したとき，バックアップ RAR ディレクトリは自動的に
削除されません。
また，リソースアダプタの移行コマンドを複数回実行する場合（例えば，DB Connector
用に 1 回と uCosminexus TP1 Connector 用に 1 回の合計 2 回実行する），バックアップ
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RAR ディレクトリはコマンド実行ごとに生成され，最終的には複数残ります。
（a） Windows の場合
Windows の場合のバックアップ RAR ディレクトリの例，移行処理に失敗した場合に自
動で回復する方法について説明します。
● バックアップ RAR ディレクトリの例
作業ディレクトリが「・・・¥< ディレクトリ名 >」の場合，バックアップ RAR ディ
レクトリは，
「・・・¥< ディレクトリ名 >¥rarupdate_bk」になります。例を次に示
します。
• 作業ディレクトリが「<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥public」の場合，バックアップ RAR ディレクトリは
「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥public¥rarupdate_bk」
になります。
• 作業ディレクトリが「<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥public」で，すでにバックアップ RAR ディレクトリ
「<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥public¥rarupdate_bk」
が作成されている場合，既存のバックアップディレクトリは「<Cosminexus のイン
ストールディレクトリ >¥CC¥server¥public¥rarupdate_bk_0000000[n]」（n は 17
けたの番号で年月日時間の情報）にリネームされたあと，新たにバックアップ RAR
ディレクトリが作成されます。
● 移行処理に失敗した場合に自動で回復する方法
移行処理に失敗した場合に自動で回復するには，cjrarupdate コマンドに引数
-recoverfrom を指定して実行してください。引数 -recoverfrom には，バックアップ格
納先ディレクトリを指定します。バックアップ処理の開始時，および完了時には，
メッセージが出力されます。また，引数 -recoverfrom に指定したバックアップ格納先
ディレクトリが不正な場合，および回復処理に失敗した場合，エラーメッセージが出
力されます。
（b） UNIX の場合
UNIX の場合のバックアップ RAR ディレクトリの例移行処理に失敗した場合に自動で回
復する方法について説明します。
● バックアップ RAR ディレクトリの例
作業ディレクトリが「・・・/< ディレクトリ名 >」の場合，バックアップ RAR ディ
レクトリは，
「・・・/< ディレクトリ名 >/rarupdate_bk」になります。例を次に示し
ます。
• 作業ディレクトリが「/opt/Cosminexus/CC/server/public」の場合，バックアップ
RAR ディレクトリは「/opt/Cosminexus/CC/server/public/rarupdate_bk」になりま
す。
• 作業ディレクトリが「/opt/Cosminexus/CC/server/public」で，すでにバックアップ
RAR ディレクトリ「/opt/Cosminexus/CC/server/public/rarupdate_bk」が作成され
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ている場合，既存のバックアップディレクトリは「/opt/Cosminexus/CC/server/
public/rarupdate_bk_0000000[n]」
（n は 17 けたの番号で年月日時間の情報）にリ
ネームされたあと，新たにバックアップ RAR ディレクトリが作成されます。
● 移行処理に失敗した場合に自動で回復する方法
移行処理に失敗した場合に自動で回復するには，cjrarupdate コマンドに引数
-recoverfrom を指定して実行してください。引数 -recoverfrom には，バックアップ格
納先ディレクトリを指定します。バックアップ処理の開始時，および完了時には，
メッセージが出力されます。また，引数 -recoverfrom に指定したバックアップ格納先
ディレクトリが不正な場合，および回復処理に失敗した場合，エラーメッセージが出
力されます。

（2） Cosminexus 06-00 以降からの移行
cjrarupdate コマンドを実行します。DB Connector，およびバージョンアップする各リ
ソースアダプタに対して，一回ずつ cjrarupdate コマンドを実行します。
cjrarupdate コマンドの実行形式を次に示します。
● DB Connector を使用している場合
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥bin¥cjrarupdate -type
dbconnector
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/bin/cjrarupdate -type dbconnector
● DB Connector 以外のリソースアダプタを使用している場合
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥bin¥cjrarupdate -type
rar -f < リソースアダプタのパス >
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/bin/cjrarupdate -type rar -f < リソースアダプタのパス
>
なお，cjrarupdate コマンドのログは，次の場所に出力されます。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥logs
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/logs
cjrarupdate コマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
マンド編」を参照してください。
注意事項
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• cjrarupdate コマンドを同時に実行すると正しく環境が移行されないことがありま
す。コマンドを同時に実行しないでください。
• 複数のリソースアダプタを使用している場合，cjrarupdate コマンドを 1 回実行し
て，すべてのリソースアダプタを一括で移行できます。また，バックアップ RAR
ディレクトリのディレクトリパスを明示的に指定できます。
• TP1/Message Queue-Access を移行する場合に，新しい RAR ファイルが同一バー
ジョンと認識されることがあります。その場合は -force オプションを指定して強
制的に移行処理を実行してください。
• cjrarupdate コマンドに引数 -recoverfrom を指定して，J2EE アプリケーションに
含めて使用するリソースアダプタを自動で回復する場合，移行処理に失敗したと
きに，回復が完了するまで J2EE サーバに対する操作を実行しないでください。
回復が完了する前に J2EE サーバに対する操作を実行すると，回復処理が正しく
実行されないことがあります。

付録 A.9

Management Server の移行コマンドの実行

ここでは，Management Server の移行コマンドである mngsvrupdate コマンドの実行に
ついて説明します。
Management Server が動作するホストで mngsvrupdate コマンドを実行します。運用管
理ドメイン内のすべてのホストを一括して変更します。mngsvrupdate コマンドの実行
形式を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥bin¥mngsvrupdate d2r
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/bin/mngsvrupdate d2r
注意事項
mngsvrupdate コマンドを同時に実行すると正しく環境が移行されないことがあり
ます。コマンドを同時に実行しないでください。

付録 A.10

手動による定義などの修正

各旧バージョンから移行する場合に，手動で定義などの修正が必要な項目を次の表に示
します。
表 A-11 手動で定義などの修正が必要な項目
分類
Management
Server

修正項目
(1) 論理サーバの設定
情報の再読み込み

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

○

○

○

○

○

○
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分類

J2EE サーバ

832

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(2) 論理サーバの環境
変数定義の再設定

○

○

○

○

○

○

(3) 論理サーバの起動
順序，および前提となる
論理サーバの変更

−

−

−

−

−

○

(4) トランザクション
サービスのインプロセス
化

−

−

−

○

○

○

(5) Management
Server 用のネーミング
サービスの設定変更

−

−

−

○

○

○

(6) JP1 イベントメッ
セージマッピングファイ
ルの再設定

○

○

○

○

○

○

(7) Smart Composer
機能の定義変更

○

○

○

○

○

−

(8) 論理サーバの起動
／停止の設定の変更

−

−

−

○

○

○

(9) 論理サーバの環境
設定情報の変更

−

−

−

○

○

○

(10) J2EE アプリケー
ションとリソースの再イ
ンポート

○

○

○

−

○

○

(11) snapshot ログ収
集先対象リストファイル
の再設定

○

○

○

○

○

○

(12) Management
Server および運用管理
エージェントのサービス
再設定

−

○

○

○

○

○

(13) 論理サーバごとの
強制停止監視時間の設定
の追加

○

○

○

○

○

−

(14) Unshareable 指定
時のコネクションアソシ
エーションのプロパティ
追加

−

−

−

−

−

○

(15) セキュリティポリ
シーファイルの変更

−

−

−

○

○

○

(16) 統合ユーザ管理の
タグライブラリの入れ替
え

−

−

−

○

○

○

修正項目
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修正項目

07-50

07-10

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(17) デフォルトエラー
ページのスタックトレー
ス表示

−

−

−

−

○

○

(18) リダイレクタへの
データ送信処理のタイム
アウト追加

−

−

−

○

○

○

(19) ユーザスレッドの
生成に必要な権限の追加

−

−

−

−

○

○

(20) セッション ID へ
のサーバ ID の付加

−

−

−

−

○

○

(21) RMI レジストリ
が使用するポート番号の
追加

−

−

−

○

○

○

SFO サーバ

(22)
行

−

○

○

○

○

−

Web サーバ
連携

(23) リダイレクタのロ
グ出力先変更

−

−

−

−

−

○

(24) Web コンテナへの
データ送信処理のタイム
アウト追加

−

−

−

○

○

○

(25) リダイレクタの保
守用トレースログの面数
変更

−

−

−

○

○

−

(26) ログ出力先の設定

−

−

○

○

−

−

分類

EJB クライ
アント

SFO サーバの移

（凡例） ○：修正が必要。

−：該当しない。

次に修正項目の詳細について説明します。なお，表の「修正項目」の項番は，説明の項
番と対応しています。

（1） 論理サーバの設定情報の再読み込み
Management Server を使用している場合，移行後に Management Server を最初に起動
したときに，運用管理ドメインに構成定義された既存の論理 J2EE サーバおよび SFO
サーバに対して，接続先ホストから設定情報の読み込みを実施する必要があります。移
行の手順中で，既存の論理 J2EE サーバおよび SFO サーバの設定ファイルの内容が自動
的に変更されるためです。
設定情報の読み込みは，Management Server の運用管理ポータルの「論理サーバの環境
設定」，または mngsvrutil コマンドのサブコマンド reload で実施できます。「論理サー
バの環境設定」については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照し
てください。また，mngsvrutil コマンドについては，マニュアル「Cosminexus リ
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ファレンス

！

コマンド編」を参照してください。

注意事項
06-50 より前のバージョンから移行して，論理 J2EE サーバの設定情報の再読み込みをした
場合で，
［トランザクションの設定］画面の「タイムアウト時間」に「設定しない」を指定
しているときは，設定画面には 0 秒が表示されます。設定値を見直し，適切な値を指定して
ください。

（2） 論理サーバの環境変数定義の再設定
Management Server を使用している場合，運用管理ポータルの「論理サーバの起動／停
止」で使用する環境変数を設定していたときは，新たにインストールされた
adminagent.xml ファイルに環境変数を再設定する必要があります。adminagent.xml は
次のディレクトリに格納されています。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
adminagent.xml での環境変数の設定については，マニュアル「Cosminexus リファレ
ンス

定義編」を参照してください。

注意事項
• adminagent.xml はインストール時に上書きされ，既存のファイルは
adminagent.xml.bak に退避されます。
• adminagent.xml はバージョンアップによって変更されている可能性があります。
adminagent.xml を編集して運用している場合は，新たにインストールされたファ
イルに，以前に編集した項目を再編集してください。

（3） 論理サーバの起動順序，および前提となる論理サーバの変更
06-50 以降から論理サーバとして SFO サーバが追加され，論理サーバの起動順序が
「SFO サーバ→ J2EE サーバ」に変更されました。SFO サーバを使用する場合には，
J2EE サーバの前に起動するようにしてください。
運用管理ドメイン全体の論理サーバの起動順序は，運用管理ポータルの「論理サーバの
起動／停止」で設定できます。論理サーバごとに数値（デフォルト値があります）を設
定し，値の小さなものから起動されるようにします。各論理サーバで「前提となる論理
サーバ」を設定している場合は，該当する論理サーバの起動順序が前提の論理サーバよ
り先になっていないか注意してください。
運用管理ドメイン全体の論理サーバの起動順序の設定については，マニュアル
「Cosminexus
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（4） トランザクションサービスのインプロセス化
トランザクションサービスを J2EE サーバとは別のプロセス（アウトプロセス）で起動
していた場合，07-00 以降は J2EE サーバ起動時にインプロセスで起動されるのでそれ
に合わせて設定を変更してください。
Management Server の運用管理ポータルでシステムを構築する場合には，次の方法で設
定を変更してください。
• トランザクションサービスをインプロセスで起動する場合には，論理 OTS が使用して
いたスマートエージェントは不要となります。論理 OTS 以外の論理サーバがスマート
エージェントを使用していない場合には，［トランザクションの設定］画面で，
「利用
するスマートエージェント」を「設定しない」と選択します。
• 不要となった論理 OTS と論理 TCS は，
「運用管理ドメインの構成定義」で削除しま
す。
• 設定の変更後は，Management Server を再起動します。
ファイル編集とコマンド実行でシステムを構築する場合の設定の変更方法については，
「付録 C.2

インプロセストランザクションサービスへの移行」を参照してください。

（5） Management Server 用のネーミングサービスの設定変更
07-00 以降は，Management Server 用にネーミングサービスを起動する必要がなくなる
ため，次のように設定を変更することをお勧めします。
• 論理ネーミングサービスの削除
Management Server のほかに論理ネーミングサービスを使用しているプロセスがな
い場合には，運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」で論理ネーミング
サービスを削除してください。また，論理ネーミングサービスを定義するために作成
したホストにほかの論理サーバが定義されていない場合には，そのホストも削除して
ください。
• 運用監視エージェントのプロパティの変更
07-00 以降，Management Server 用のネーミングサービスのホストとポート番号を設
定する，mngagent.naming.host キーと mngagent.naming.port キーは設定不要とな
り，設定されていても値は無効になります。
また，通信ポートの固定と IP アドレスの固定に使用していた，
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port キーと vbroker.se.iiop_tp.host キーの設
定は非推奨になります。これらのプロパティの設定は有効ですが，それぞれ
mngagent.connector.port キーと mngagent.connector.host キーに変更することをお
勧めします。
なお，これらの変更は，設定情報の配布を実施すると自動で行われます。
Smart Composer 機能でシステムを構築している場合に，Management Server 用のネー
ミングサービスを削除する方法については，
「(7) Smart Composer 機能の定義変更」を
参照してください。
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（6） JP1 イベントメッセージマッピングファイルの再設定
次に示す JP1 イベントメッセージマッピングファイルは，アップグレードインストール
時に上書きされないで旧バージョンのファイルが引き継がれます。
● Management Server 用メッセージマッピングファイル
mserver.jp1event.system.mapping.properties
● J2EE サーバ共通用メッセージマッピングファイル
manager.jp1event.system.mapping.properties
● J2EE サーバ個別用メッセージマッピングファイル
manager.< 論理サーバ名 >.jp1event.system.mapping.properties
（a） JP1 イベントメッセージマッピングファイルをカスタマイズしないで使用していた
場合
次の場所に格納されている Management Server 用メッセージマッピングファイルと
J2EE サーバ共通用メッセージマッピングファイルを修正しないで，旧バージョンのファ
イルに上書きしてください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥templates
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates
（b） JP1 イベントメッセージマッピングファイルをカスタマイズして使用していた場合
次の場所に格納されている Management Server 用メッセージマッピングファイルと
J2EE サーバ共通用メッセージマッピングファイルをコピーして，旧バージョンのときと
同様にカスタマイズした上で，旧バージョンのファイルに上書きしてください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config¥templates
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templates

（7） Smart Composer 機能の定義変更
Smart Composer 機能でシステムを構築している場合には，次の設定変更をお勧めしま
す。
• Management Server 用のネーミングサービスの削除
07-00 以降，旧バージョンでの cmx_build_model コマンドの実行時に自動的に作成し
ていた Management Server 用のネーミングサービス「cmx_naming」は不要になり
ます。Smart Composer 機能以外でこのネーミングサービスを利用していない場合は，
運用管理ポータルを使用して削除してください。また，このネーミングサービスを定
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義するために Smart Composer が作成したホスト「localhost」も，必要がなければ削
除してください。なお，運用管理ポータルについては，マニュアル「Cosminexus
運用管理操作ガイド」を参照してください。
なお，07-50 以降では，cmx_delete_system コマンドの -ns オプションを使用すると，
Web システムに関連づいていない論理サーバやホストを一括で削除できます。-ns オ
プションの対象となる論理サーバやホストは，運用管理ポータル，mngsvrutil コマン
ドで追加した Smart Composer 機能の free-tier 内に設定されている論理サーバ，およ
びホストです。
• 簡易構築定義ファイルと構成変更定義ファイルのスキーマのバージョンの変更
07-00 よりも前のバージョンで作成した簡易構築定義ファイルと構成変更定義ファイ
ルはそのまま利用できますが，07-00 以降で追加された機能（負荷分散機の冗長構成
機能など）を使用する場合は，スキーマのバージョンを最新に変更する必要がありま
す。バージョンごとの変更点を次に示します。
• 07-00（スキーマのバージョン 2.0）以降の変更点
スキーマのバージョン 2.0 以降では，ホストは Web システムの外側に定義します。
スキーマのバージョンを 2.0 以降に変更する場合は，ホストの定義位置も変更して
ください。
• 07-50（スキーマのバージョン 2.5）以降の変更点
スキーマのバージョン 2.5 以降では，一部のタグのタグ名，および <host-ref> タグ
の指定値が変更になっています。スキーマのバージョン 2.5 以降に変更または削除
となるタグのタグ名を次の表に示します。
表 A-12 スキーマのバージョン 2.5 以降に変更または削除となるタグのタグ名
分類

負荷分散機の定義

ホストの定義

スキーマのバージョン 2.5 より前の
タグ名

スキーマのバージョン 2.5 以降のタ
グ名

management-ip

management-host

redundant-management-ip

redundant-management-host

name

削除

operational-ip

host-name

management-ip

agent-host

なお，スキーマのバージョン 2.5 以降では，ホストの定義の <name> タグが削除と
なったため，<host-ref> タグの指定値は，ホストの定義の <name> タグから，ホス
トの定義の <host-name> タグの指定値に変更になります。
スキーマのバージョンを 2.5 以降に変更する場合は，表 A-12 のタグのタグ名と，
<host-ref> タグの指定値も変更してください。
• パフォーマンストレーサのトレース取得レベルの変更
07-00 から機能レイヤの詳細レベルのトレースを取得できるようになりました。詳細
レベルのトレースを取得する場合は，物理ティアの PrfTraceLevel パラメタの設定値
を「55555554」から「DETAIL」に変更してください。また，
「DETAIL」に設定し
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たあとトレース取得レベルを標準に戻す場合は，
「00000000」ではなく
「STANDARD」に設定してください。

（8） 論理サーバの起動／停止の設定の変更
旧バージョンで，論理サーバの起動と停止の設定を更新（運用管理ポータルの「論理
サーバの起動／停止」で設定を更新）していなかった場合，起動または停止の監視時間，
自動再起動回数が，07-00 以降のデフォルト値に変更されます。
論理サーバ
パフォーマンストレーサ

変更内容
［起動／停止の設定］画面の「停止監視時間」の値が「1 分」から「10
分」に変更されます。
［起動／停止の設定］画面の「自動再起動回数」の値が「5 回」から「1
回」に変更されます。

J2EE サーバ

［起動／停止の設定］画面の「起動監視時間」の値が「1 分」から「10
分」に変更されます。

旧バージョンと同等の動作をさせるためには，設定を変更する必要があります。

（9） 論理サーバの環境設定情報の変更
論理サーバの環境設定情報の変更について説明します。
● 07-00 よりも前のバージョンで，論理サーバの環境設定情報を更新（運用管理ポータ
ルの「論理サーバの環境設定」で設定を更新）していなかった場合，次の環境設定情
報が，07-00 以降のデフォルト値に変更されます。
論理サーバ

変更内容

J2EE サーバ

［J2EE サーバの基本設定］画面の「Management イベントの発行」の値
が「しない」から「する」に変更されます。

SFO サーバ

［SFO サーバの基本設定］画面の「Management イベントの発行」の値が
「しない」から「する」に変更されます。

Web サーバ

［リダイレクタの設定］画面の「保守用のトレースログ」の「ファイル面
数」の値が「16 面」から「4 面」に変更されます。

旧バージョンと同等の動作をさせるためには，設定を変更する必要があります。
● SFO サーバを使用している場合には，SFO サーバの保守用ログの出力モードを指定
する必要があります。
［コンテナの設定］画面の「拡張パラメタ」で，次の設定を追加
してください。
ejb.server.log.mode=6
add.jvm.arg=-XX:HitachiJavaLogFileSize=256k

（10）J2EE アプリケーションとリソースの再インポート
運用管理ドメイン内の Cosminexus をアップグレードインストールし，J2EE サーバの
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移行作業を実施する場合には次のことに注意してください。
● 06-50 よりも前の Management Server で，スタンダードモード，アドバンスドモー
ドの J2EE サーバに対してデータソースをインポートしていた場合，次の作業を実施
する必要があります。
1. 運用管理ポータルの「論理サーバの起動／停止」で，該当する J2EE サーバを起動
する。
2. サーバ管理コマンドで，インポートしていたデータソースから移行されたリソース
アダプタをエクスポートし，サーバ管理コマンドを終了する。
3. サーバ管理コマンドでエクスポートしたリソースアダプタを，運用管理ポータルで
インポートする。
● 06-50 よりも前のスタンダードモード，アドバンスドモードの J2EE サーバで，運用
管理ポータルの「論理サーバのアプリケーション管理」でインポートした J2EE アプ
リケーションがデータソースを使用していた場合，次の作業を実施する必要がありま
す。
1. 運用管理ポータルの「論理サーバの起動／停止」で，該当する J2EE サーバを起動
する。
2. サーバ管理コマンドで，J2EE アプリケーションをエクスポートし，サーバ管理コ
マンドを終了する。
3. 運用管理ポータルの「論理サーバのアプリケーション管理」で，エクスポートした
J2EE アプリケーションを Management Server に登録する。
4. 運用管理ポータルの「論理サーバのアプリケーション管理」で，該当する J2EE ア
プリケーションを停止していない場合は停止し，削除する。
5. 登録した J2EE アプリケーションを，該当する J2EE サーバに新規インポートす
る。
● 運用管理ポータルの「論理サーバのアプリケーション管理」では，次に示す J2EE ア
プリケーションをインポート，または開始できません。
• 06-50 以降にアップグレードした 1.4 モード（06-71 までのスタンダードモード，ア
ドバンスドモード）の J2EE サーバに対して，データソースを参照している実行時
情報付きの J2EE アプリケーション
データソースからリソースアダプタへの移行については，
「付録 A.3(27)

1.4 モードの

データソース廃止」を参照してください。

（11）snapshot ログ収集先対象リストファイルの再設定
snapshot ログを収集する場合に，snapshot ログ収集先対象リストファイル
（snapshotlog.conf と snapshotlog.2.conf）を編集して使用していたときは，新たにイン
ストールされた snapshot ログ収集先対象リストファイルで snapshot ログの収集先を再
設定する必要があります。
snapshot ログ収集先対象リストファイルは，次のディレクトリに格納されています。
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• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
snapshot ログ収集先対象リストファイルの設定については，「5.2(3)

snapshot ログの

収集先のカスタマイズ」を参照してください。
注意事項
• snapshot ログ収集先対象リストファイルはバージョンアップ時に上書きされ，既
存のファイルは snapshotlog.conf.bak と snapshotlog.2.conf.bak に退避されます。
• バージョンアップによって snapshot ログの収集先が変更されることがあります。
snapshot ログの収集対象を編集して運用している場合は，新たにインストールさ
れたファイルに，以前に編集した項目を再編集してください。

（12）Management Server および運用管理エージェントのサービス再設
定
Management Server および運用管理エージェントのサービスの設定を，サービスメ
ニューまたは mngautorun コマンドで変更している場合，アップグレードインストール
時に設定がリセットされます。その場合は，再度サービスの設定を変更してください。

（13）論理サーバごとの強制停止監視時間の設定の追加
06-50 以降のバージョンで，adminagent.properties（運用管理エージェントプロパティ
ファイル）で adminagent.forcestop.threaddump=true を指定している場合は，
adminagent.forcestop.threaddump.timeout の指定値より長い値，または同じ値を，
「強
制停止監視時間」に指定してください。「強制停止監視時間」は，論理サーバの起動と停
止の設定で指定します。
07-50 より前からバージョンアップした場合には，
「強制停止監視時間」の値に「1 分」
が設定されます。「強制停止監視時間」の値を変更しないと，
adminagent.forcestop.threaddump.timeout の値は無視され，スレッドダンプ出力が「1
分」で終了しない場合も強制停止されるようになります。

（14）Unshareable 指定時のコネクションアソシエーションのプロパティ
追加
06-50 以降，ejbserver.connectionpool.association.enabled=true が設定されたとしても，
EJB またはサーブレット／ JSP の DD の <res-sharing-scope> タグに Unshareable が
指定された場合，コネクションアソシエーションは行われません。06-50 より前では，同
条件でコネクションアソシエーションは行われていました。追加になったプロパティを
次に示します。なお，ここでは，表記の都合上，キー名の途中で改行しています。
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デフォルト値
（旧バージョンと同等の値）
false（true）

手順

旧バージョンと同
等の動作をさせる
ためには，明示的
にプロパティを指
定する必要があり
ます。

プロパティの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参

照してください。

（15）セキュリティポリシーファイルの変更
統合ユーザ管理機能を使用している場合はセキュリティポリシーファイルの内容を見直
してください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥server¥usrconf¥< サーバ名称
>¥server.policy
• UNIX の場合
opt/Cosminexus/CC/server/usrconf/< サーバ名称 >/server.policy
セキュリティポリシーファイルで，Web アプリケーションのコードベース
（file:${ejbserver.http.root}/web/${ejbserver.serverName}/-）のアクセス権の次の内容を
見直してください。設定するアクセス権の内容については，javax
security.auth.AuthPermission クラスを参照してください。
permission javax.security.auth.AuthPermission
"createLoginContext.{name}";
permission javax.security.auth.AuthPermission "getSubject";
{name} には，JAAS のコンフィグレーションファイルのアプリケーション名を指定しま
す。{name} では，任意の名前を表すのにワイルドカード「*」を使用できます。

（16）統合ユーザ管理のタグライブラリの入れ替え
統合ユーザ管理でタグライブラリを使用している場合は，uatags.jar と uatags.tld を入
れ替えてください。
• uatags.jar を，Web アプリケーションの WEB-INF¥lib または WEB-INF/lib に上書
きコピーします。
• uatags.tld を，作成する Web アプリケーションの WEB-INF に上書きコピーします。

（17）デフォルトエラーページのスタックトレース表示
Servlet/JSP の実行中に catch されない例外が発生し，Web アプリケーションがそのエ
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ラーをカスタマイズしない場合，デフォルトのエラーページが生成されクライアントに
送信されます。このとき，06-51 よりも前のバージョンではデフォルトのエラーページに
スタックトレースを出力します。06-70 以降では，スタックトレースを出力するかどうか
を usrconf.properties で設定できます（デフォルトでは出力されません）。スタックト
レースを出力する場合は，usrconf.properties で
「webserver.errorpage.stack_trace.enabled=true」を指定してください。

（18）リダイレクタへのデータ送信処理のタイムアウト追加
07-00 以降では，Web コンテナからリダイレクタへのデータ送信処理でタイムアウト機
能が追加されました。usrconf.properties で次のキーが追加されています。
• webserver.connector.ajp13.send_timeout
デフォルト値は 600（秒）です。旧バージョンと同等の動作をさせるためには，0（秒）
を指定する必要があります。

（19）ユーザスレッドの生成に必要な権限の追加
ユーザスレッドの生成に必要な権限の追加について，06-71 以前のバージョンでは
server.policy に権限の追加を定義する必要がありましたが，07-00 以降では server.policy
にデフォルトで定義が追加されています。
ただし，06-71 以前のバージョンから 07-60 に移行する場合には，server.policy には定
義が追加されません。06-71 以前のバージョンから 07-60 に移行してユーザスレッドを
使用する場合は，06-71 以前と同様に，server.policy を編集して定義を追加する必要があ
ります。
server.policy で，Web アプリケーションのコードベース（file:${ejbserver.http.root}/
web/${ejbserver.serverName}/-）のアクセス権に次の内容を追加します。
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThread";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThreadGroup";

（20）セッション ID へのサーバ ID の付加
06-51 以前では，javax.servlet.http.HttpSession のセッション ID へサーバ ID を付加す
る機能がデフォルトで無効でしたが，06-70 以降ではデフォルトで有効になります。この
機能によって，webserver.session.server_id.value キーで指定したサーバ ID がセッショ
ン ID に付加されます。セッション ID は Cookie（名前は JSESSIONID）や URL 書き
換えによるセッション情報の管理に使用されます。
ただし，サーバ ID はデフォルトでは Web コンテナを実行するホストの IP アドレスと
Web サーバとの通信に使用するポート番号（インプロセス HTTP サーバを使用する場合
はインプロセス HTTP サーバが使用するポート番号）から生成されます。
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セッション ID はクライアントに送信されるため，IP アドレスなどサーバ環境の情報を
含まない値をサーバ ID として明示的に指定することをお勧めします。また，サーバ ID
がセッション ID に付加されることでセッション ID の文字列長は，06-51 以前で，かつ
この機能を使用していない場合に比べサーバ ID の長さ分増加します。
06-51 以前から 07-60 への移行で，セッション ID の長さの増加によって問題が発生する
場合，次の対処を行ってください。
● システムが負荷分散機によって複数の Web コンテナで冗長構成となっていない場合
次の設定を usrconf.properties に追加して，この機能を無効にしてください。
webserver.session.server_id.enabled=false
● システムが負荷分散機によって複数の Web コンテナで冗長構成となっている場合
この機能を無効にしないで，セッション ID の文字列長が増加することで発生する問
題に対策してください。この機能を無効にした場合の動作は保証できません。
セッション ID および Cookie へのサーバ ID の付加については，マニュアル
「Cosminexus 機能解説」を参照してください。usrconf.properties については，マニュ
アル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照してください。

（21）RMI レジストリが使用するポート番号の追加
07-00 以降では，RMI レジストリを使用します。RMI レジストリが使用するポート番号
は，usrconf.properties の次のキーで指定します。
• ejbserver.rmi.naming.port
なお，デフォルト値は 23,152 です。

（22）SFO サーバの移行
07-50 以降では，セッションフェイルオーバ機能を使用している場合，バージョンアップ
時に SFO サーバを移行する必要があります。

！

注意事項
SFO サーバの移行作業を実施しないで，07-50 より前のバージョンで構築した SFO サーバ
を 07-50 以降の環境で使用すると，SFO サーバの起動に失敗します。

Management Server を使用しているシステムの場合は，SFO サーバの設定情報の再読
み込みを実施したあとに，SFO サーバのセットアップを実施してください。SFO サーバ
のセットアップは，Smart Composer 機能を使用して構築したシステムの場合は，SFO
サーバを含む Web システムに対して，cmx_build_system コマンドを実行してください。
cmx_build_system コマンドについては，マニュアル「Cosminexus 簡易構築・運用ガ
イド」を参照してください。Management Server の運用管理ポータルを使用して構築し

843

付録 A

Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 からの移行

たシステムの場合は，運用管理ポータルの「運用管理ドメインの構成定義」で，SFO
サーバに対してセットアップを実施してください。なお，バージョンアップ前にセット
アップを実施した SFO サーバの場合，バージョンアップ後も［セットアップ］画面で
「セットアップ済」と表示されますが，
「セットアップ済」の SFO サーバに対しても必ず
セットアップを実施してください。「運用管理ドメインの構成定義」については，マニュ
アル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」を参照してください。
Management Server を使用していないシステムの場合は，J2EE サーバを移行する前
に，サーバ管理コマンドを使用して SFO サーバを移行してください。サーバ管理コマン
ドを使用した SFO サーバの移行手順については，「付録 A.13

セッションフェイルオー

バ機能を使用している場合のバージョンアップ」を参照してください。

（23）リダイレクタのログ出力先変更
UNIX の場合，06-50 以降では，mod_jk.conf の JkLogFileDir キーおよび
JkTraceLogFileDir キーで指定したディレクトリにリダイレクタのログを出力します。
また，06-50 以降では，mod_jk.conf の JkLogFile キーは使用しません。06-50 以降で使
用する場合，このキーの指定を削除またはコメントにする必要があります。指定が残っ
ている場合，Hitachi Web Server 起動時に警告メッセージがリダイレクタのログに出力
されます。

（24）Web コンテナへのデータ送信処理のタイムアウト追加
07-00 以降では，リダイレクタから Web コンテナへのデータ送信処理でタイムアウト機
能が追加され，リダイレクタ動作定義ファイルにキーが追加されました。追加された
Hitachi Web Server 用リダイレクタ動作定義ファイル（mod_jk.conf）と Microsoft IIS
用リダイレクタ動作定義ファイル（isapi_redirect.conf）のキーを次に示します。
ファイル名
mod_jk.conf

isapi_redirect.co
nf
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キー名

説明

JkConnectTimeou
t

デフォルト値は，30（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，0（秒）を指
定する必要があります。

JkSendTimeout

デフォルト値は，100（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，0（秒）を指
定する必要があります。

JkRequestRetryC
ount

デフォルト値は，3（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，デフォルト値
のままにしてください。

connect_timeout

デフォルト値は，30（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，0（秒）を指
定する必要があります。

send_timeout

デフォルト値は，100（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，0（秒）を指
定する必要があります。
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キー名

説明

request_retry_cou
nt

デフォルト値は，3（秒）です。
旧バージョンと同等の動作をさせるためには，デフォルト値
のままにしてください。

（25）リダイレクタの保守用トレースログの面数変更
07-00 以降では，次のキーで指定するリダイレクタの保守用トレースログファイルの面数
のデフォルト値が，2 から 4 に変更となります。
• mod_jk.conf の JkTraceLogFileNum キー（Hitachi Web Server の場合）
• isapi_redirect.conf の trace_log_file_num キー（Microsoft IIS の場合）
アップグレードインストールの場合は，旧バージョンでの設定値が有効になります。旧
バージョンで明示的に値を指定していなかった場合，旧バージョンと同等の動作をさせ
るためには，2 を指定してください。

（26）ログ出力先の設定
07-10 以降，cjclstartap コマンドを使用して EJB クライアントアプリケーションを起動
した場合のデフォルトのログ出力先が変更になります。このため，既存のログ出力先を
移行前のディレクトリにしたい場合，ejb.client.log.directory プロパティを設定してくだ
さい。なお，07-10 以降でのデフォルトのログ出力先については，
「付録 A.3(55)
cjclstartap コマンドの仕様変更」を参照してください。

付録 A.11

移行コマンドで作成されたバックアップの削除

旧バージョンから移行する場合，アプリケーションの動作確認後，手動でバックアップ
作業ディレクトリ，およびバックアップ RAR ディレクトリを削除する必要があります。
バックアップ作業ディレクトリ，およびバックアップ RAR ディレクトリを別の場所に保
存しておくことをお勧めします。
移行前の作業ディレクトリ，移行後の作業ディレクトリ，バックアップ作業ディレクト
リ，およびバックアップ RAR ディレクトリの例を次の表に示します。
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表 A-13 ディレクトリの移行の例（Windows の場合）
J2EE サーバのサーバ名称
SERVERA

SERVERB

移行前の作業ディレクトリ
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥CC¥server¥public
（デフォルト）

変換後の作業ディレクトリ
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥CC¥server¥public
バックアップ作業ディレクトリ
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥CC¥server¥public¥public_ol
d
バックアップ RAR ディレクトリ
<Cosminexus のインストール
ディレクトリ
>¥CC¥server¥public¥rarupdat
e_bk

C:¥work_dir

変換後の作業ディレクトリ
C:¥work_dir
バックアップ作業ディレクトリ
C:¥work_dir¥work_dir_old
バックアップ RAR ディレクトリ
C:¥work_dir¥rarupdate_bk

D:¥replication_dir

D:¥replication_dir
未使用のディレクトリは移行さ
れません。

SERVERC

−

移行後の作業ディレクトリ，および
バックアップ作業ディレクトリ

（凡例）
−：作業ディレクトリとして使用しているサーバがないことを示す。

表 A-14 ディレクトリの移行の例（UNIX の場合）
J2EE サーバのサーバ名称
SERVERA

SERVERB
SERVERC
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移行前の作業ディレクトリ
/opt/Cosminexus/CC/server/
public
（デフォルト）

/・・・/work_dir

移行後の作業ディレクトリ，および
バックアップ作業ディレクトリ
変換後の作業ディレクトリ
/opt/Cosminexus/CC/server/
public
バックアップ作業ディレクトリ
/opt/Cosminexus/CC/server/
public/public_old
バックアップ RAR ディレクトリ
/opt/Cosminexus/CC/server/
public/rarupdate_bk
変換後の作業ディレクトリ
/・・・/work_dir
バックアップ作業ディレクトリ
/・・・/work_dir/work_dir_old
バックアップ RAR ディレクトリ
/・・・/work_dir/rarupdate_bk
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移行前の作業ディレクトリ
/・・・/replication_dir

−

移行後の作業ディレクトリ，および
バックアップ作業ディレクトリ
/・・・/replication_dir
未使用のディレクトリは移行さ
れません。

（凡例）
−：作業ディレクトリとして使用しているサーバがないことを示す。

上記の表の例では，アップグレードインストール前に，
「SERVERA」
，「SERVERB」
，お
よび「SERVERC」の J2EE サーバがセットアップされています。「SERVERA」
，およ
び「SERVERB」では DB Connector を使用しています。これらの J2EE サーバが利用
している作業ディレクトリが，Windows の場合は「<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥CC¥server¥public」と「C:¥work_dir」，UNIX の場合は「/opt/
Cosminexus/CC/server/public」と「/・・・/work_dir」です。Windows の場合の
「D:¥replication_dir」
，UNIX の場合の「/・・・/replication_dir」はユーザが複製した
作業ディレクトリで，J2EE サーバからは利用されていません。
このような状況で cjenvupdate コマンド，および cjrarupdate コマンドを実行した場合，
それぞれ使用中の作業ディレクトリに対して，バックアップが作成されます。アプリ
ケーションの動作確認後，手動でバックアップを削除してください。なお，未使用の作
業ディレクトリ「D:¥replication_dir」または「/・・・/replication_dir」は，移行され
ません。

！

注意事項
作業ディレクトリの移行が必要ないバージョンからのバージョンアップの場合，
cjenvupdate コマンドは作業ディレクトリを移行しません。この場合，バックアップ作業
ディレクトリは作成されません。

付録 A.12 J2EE サーバの移行コマンドで自動的に追加され
る定義
旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行する場合，J2EE サーバのユーザプロパティ
ファイルや作業ディレクトリ内の DD 情報は，旧バージョンのものが 07-60 の環境でも
そのまま継続使用されます。ただし，新バージョンで追加された機能，およびデフォル
ト値が変更された機能があり，互換性を維持するために，J2EE サーバの移行コマンドが
ユーザプロパティファイルのプロパティや作業ディレクトリ内の DD 情報を部分的に変
換します。移行コマンド実行時に追加／変更されるキーと値，およびコマンドで取得し
た属性ファイルに追加されるタグを次の表に示します。
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表 A-15 J2EE サーバの usrconf.properties に自動的に追加される定義
追加／変更されるキーと値

旧バージョンで
の環境条件

07-10/
07-50

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

ejbserver.distributedtx.rollbac
kClientTxOnSystemException
=true

スタンダード
モード／アドバ
ンスドモードの
場合

−

−

−

−

○

ejbserver.distributedtx.ots.In
ProcessMode.enabled=false

グローバルトラ
ンザクションが
有効の場合※

−

−

−

−

○

ejbserver.connector.logwriter.f
ilenum=2

このキーがない
場合

−

−

○

○

○

ejbserver.connector.logwriter.f
ilesize=1048576

このキーがない
場合

−

−

○

○

○

ejbserver.instrumentation.ena
bled=false

このキーがない
場合

−

−

○

○

○

ejbserver.deploy.context.reloa
d_scope=none

このキーがない
場合

−

○

○

○

○

ejbserver.server.j2ee.feature=
1.3basic

ベーシックモー
ドの場合

−

−

○

○

○

ejbserver.server.j2ee.feature=
1.4

スタンダード
モード／アドバ
ンスドモードの
場合

−

−

○

○

○

ejbserver.watch.enabled=false

−

−

−

−

−

○

ejbserver.webj2ee.connection
AutoClose.enabled=false

このキーがない
場合

−

−

○

○

○

webserver.container.thread_co
ntrol.queue_size=10

queue_size は指
定なし

−

−

−

−

○

（凡例） ○：定義が自動的に追加されることを示す。
注※ ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled=true の指定がある場合です。

表 A-16 J2EE サーバの usrconf.cfg に自動的に追加される定義
追加／変更されるキーと値

ejb.server.log.mode=6

旧バージョンで
の環境条件

07-00/
07-10/
07-50

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

−

−

○

○

○

（凡例） ○：定義が自動的に追加されることを示す。
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表 A-17 J2EE サーバの属性ファイルに自動的に追加される定義
旧バージョンで
の環境条件

07-00/
07-10/
07-50

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

スタンダード
モード／アドバ
ンスドモードの
場合

−

−

−

○

Connector 属性ファイル
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-name>
値
Warmup
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-value>
値
ejbserver.connectionpool.warmup
キーの指定値（指定がない場合，
true）

−

○

○

○

Connector 属性ファイル
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-name>
値
NetworkFailureTimeout
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-value>
値
計算式によって算出された値

−

○

○

○

追加されるタグ

Connector 属性ファイル
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-name>
値
RequestQueueEnable
タグ
<hitachi-connector-property>
<runtime>
<property>
<property-value>
値
false

（凡例） ○：定義が自動的に追加されることを示す。
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なお，NetworkFailureTimeout の値は，次の計算式によって算出されます。

（コネクション障害検知機能 &&（コネクション障害検知タイムアウト機能
||ネットワーク障害タイムアウト機能））||
（コネクション数調節機能 && ネットワーク障害タイムアウト機能）

計算式の「&&」は論理積，「||」は論理和を表します。また，各機能の値を次に示しま
す。
機能

キーと値

コネクション障害検知機能

ValidationType = 1 または 2

コネクション数調節機能

ConnectionPoolAdjustmentInterval > 0

コネクション障害検知タイムアウト機能

ejbserver.connectionpool.validation.timeout.en
abled = true

ネットワーク障害タイムアウト機能

ejbserver.connectionpool.NetworkFailureTime
out.enabled = true

なお，ejbserver.connectionpool.validation.timeout.enabled キー，
ejbserver.connectionpool.NetworkFailureTimeout.enabled キーが設定されていなかっ
た場合は，それぞれの値を false と仮定して算出されます。
表 A-18 サーバ管理コマンドの usrconf.properties に自動的に追加される定義
仕様変更の項目

07-50

07-00/
07-10

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

ejbserver.cui.checkmethod.compatible=tr
ue

−

○

○

○

○

ejbserver.cui.logfile.compatible=true

−

−

○

○

○

（凡例） ○：定義が自動的に追加されることを示す。

表 A-19 J2EE サーバの server.policy に自動的に追加される定義
07-50

07-00/
07-10

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

permission
javax.security.auth.AuthPermission
"modifyPrivateCredentials";

−

○

○

○

○

permission java.lang.RuntimePermission
"getenv.HRMDIR";

−

○

○

○

○

追加される定義

（凡例） ○：定義が自動的に追加されることを示す。
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付録 A.13 セッションフェイルオーバ機能を使用している場
合のバージョンアップ
セッションフェイルオーバ機能を使用している場合，07-50 以降のバージョンアップする
ときには，07-50 以降のバージョンアップするときに，SFO サーバの移行を実施する必
要があります。ここでは，Management Server を使用していないシステムの場合の，
SFO サーバの移行手順について説明します。なお，ここで示している手順は，サーバ管
理コマンドを使用した移行手順です。SFO サーバの移行は，J2EE サーバを移行する前
に実施してください。
なお，Management Server を使用しているシステムの場合の，SFO サーバの移行につ
いては，「付録 A.10(22)

！

SFO サーバの移行」を参照してください。

注意事項
SFO サーバの移行作業を実施しないで，バージョンが 07-50 より前の SFO サーバアプリ
ケーションを 07-50 以降の環境で使用すると，SFO サーバアプリケーションのデプロイに
失敗して，SFO サーバアプリケーションは開始できません。

（1） SFO サーバの移行の手順
次の手順に従って，SFO サーバを 07-50 以降の環境に移行してください。
1. SFO サーバ移行の準備
2. SFO サーバの移行
3. SFO サーバアプリケーションのセットアップ

（2） SFO サーバ移行の準備
SFO サーバ移行に必要な準備として，次の作業を実施します。
1. J2EE サーバを停止します。
移行する SFO サーバに接続する J2EE サーバの稼働状況を確認して，稼働中の
J2EE サーバがあった場合は停止してください。停止には，cjstopsv コマンドを使用
します。
2. SFO サーバを起動します。
移行する SFO サーバの稼働状況を確認して，停止している場合は起動してください。
起動には，cjstartsv コマンドを使用します。
3. SFO サーバアプリケーションを停止します。
SFO サーバにインポートされている SFO サーバアプリケーションを停止します。停
止する SFO サーバアプリケーションの名称は，「CCC_SFO_Server_Application」で
す。
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停止には，サーバ管理コマンドの cjstopapp コマンドを使用します。
4. SFO サーバアプリケーションを削除します。
手順 3. で停止した SFO サーバアプリケーション「CCC_SFO_Server_Application」
を，サーバ管理コマンドを使用して削除します。削除には，サーバ管理コマンドの
cjdeleteapp コマンドを使用します。
5. SFO サーバを停止します。
停止には，cjstopsv コマンドを使用します。

（3） SFO サーバの移行
SFO サーバとして構築した J2EE サーバを，新しいバージョンに移行します。
J2EE サーバの移行手順については，
「付録 A.2

Cosminexus の移行の手順」を参照し

てください。

（4） SFO サーバアプリケーションのセットアップ
移行した SFO サーバに対して，SFO サーバアプリケーションをセットアップします。
SFO サーバアプリケーションのセットアップとして，次の作業を実施します。
1. SFO サーバを起動します。
起動には，cjstartsv コマンドを使用します。
2. SFO サーバアプリケーションをインポートします。
インポートには，サーバ管理コマンドの cjimportapp コマンドを使用します。
SFO サーバアプリケーションの格納場所を次に示します。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥sfo¥sfo_server¥sfo_server_application.zip
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/sfo/sfo_server/sfo_server_application.zip

！

注意事項
SFO サーバアプリケーションのインポートだけを実行する場合でも，cjstartsv コマンドに
-nosecurity オプションを指定して，SFO サーバを起動してください。SFO サーバアプリ
ケーションは，インポートすると自動的に開始する設定になっています。そのため，
-nosecurity オプションなしで SFO サーバを起動した場合，SFO サーバアプリケーション
の開始処理でエラーとなり，SFO サーバとしての機能を開始できません。
SFO サーバアプリケーションは実行時情報付きファイルの形式（ZIP 形式）で提供されてお
り，実行に必要な J2EE リソースの設定は実施済みです。インポート後，SFO サーバアプ
リケーションの設定を変更してはいけません。
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（5） サーバ管理コマンドを使用した SFO サーバ移行の実行例
サーバ管理コマンドによる SFO サーバの移行の実行例を示します。
前提としている条件
この実行例は，次の条件に従っています。
• SFO サーバの J2EE サーバ名は「MySFOServer」である。
• SFO サーバが稼働するホストと同一のホストでサーバ管理コマンドを実行する。
• SFO サーバがネーミングサービスとして利用する CORBA ネーミングサービスの
ポート番号は 900 である（デフォルトの設定）。
• Cosminexus Component Container のインストールディレクトリは
「C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC」である（デフォルトの設定）。
• J2EE サーバはすべて停止している状態とする。
• SFO サーバは開始している状態とする。
なお，この例では，PRF デーモンの起動と終了の操作については省略しています。
1. SFO サーバ移行準備をします。
コンソールでの実行例を次に示します。
C:¥>cd "Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin"
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin >cjstopapp MySFOServer -name
CCC_SFO_Server_Application
KDJE37048-I Connecting to MySFOServer...
KDJE37049-I Searching CCC_SFO_Server_Application...
KDJE37055-I Stopping CCC_SFO_Server_Application...
KDJE37046-I Application has been stopped successfully.
Name=[CCC_SFO_Server_Application]
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin>cjdeleteapp MySFOServer -name
CCC_SFO_Server_Application
KDJE37048-I Connecting to MySFOServer...
KDJE37049-I Searching CCC_SFO_Server_Application...
KDJE37056-I Deleting CCC_SFO_Server_Application...
KDJE37047-I Application has been deleted successfully.
Name=[CCC_SFO_Server_Application]
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin>cd ..¥..¥server¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjstopsv MySFOServer

2. SFO サーバを移行します。
3. SFO サーバアプリケーションをセットアップします。
まず，SFO サーバを起動する実行例を次に示します。
C:¥>cd "Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin"
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjstartsv MySFOServer
-nosecurity
（省略：J2EEサーバ起動メッセージ）
KDJE30028-I The J2EE server has started. Server name = MySFOServer

次に，SFO サーバアプリケーションのインポートの実行例を次に示します。
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C:¥>cd "Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin"
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin>cjimportapp MySFOServer -f
"C:¥Program
Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥sfo¥sfo_server¥sfo_server_application.zip"
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Cosminexus Version 6 および Cosminexus
Version 7 との RMI-IIOP 通信の相互接続性

Cosminexus 07-60 と旧バージョン間で，RMI-IIOP 通信でリモートの EJB を呼び出せ
ます。
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ない場合，EJB クライアン
トアプリケーション，およびクライアント側の J2EE サーバと，サーバ側の J2EE サー
バ間の相互接続性について次の表に示します。
表 B-1 バージョン間の RMI-IIOP 通信の相互接続性（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ない場合）
EJB クライアントアプリケー
ションまたはクライアント側の
J2EE サーバ

サーバ側の J2EE サーバ
07-00 以降

06-71 〜 06-00

07-00 以降

○

△

06-71 〜 06-00

△

○

（凡例）
○：相互接続性がある。
△：一部制限がある。

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，クライアント側の
J2EE サーバと，サーバ側の J2EE サーバ間の相互接続性について次の表に示します。
表 B-2 バージョン間の RMI-IIOP 通信の相互接続性（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）
クライアント側の J2EE サーバ

サーバ側の J2EE サーバ
07-00 以降

06-71 〜 06-50

06-02/06-00

07-00 以降

○

△

×

06-71 〜 06-50

△

○

×

06-02/06-00

×

×

○

（凡例）
○：相互接続性がある。
△：一部制限がある。
×：相互接続性がない。

855

付録 B

Cosminexus Version 6 および Cosminexus Version 7 との RMI-IIOP 通信の相互接続性

参考
表 B-1 と表 B-2 の「一部制限」は，次の内容です。
次のクラスをメソッドの引数，戻り値，またはユーザ例外で使用した場合，受信側で
org.omg.CORBA.MARSHAL 例外が発生します。ほかのクラスを使用してください。
java.lang.StringBuffer，java.math.BigDecimal，java.net.Inet6Address，
java.security.SecureRandom，java.text.DecimalFormat，
java.util.Locale，javax.naming.Binding，javax.naming.directory.SearchResult，
javax.naming.NameClassPair

なお，EJB クライアントアプリケーションから異なるバージョンの J2EE サーバを呼び
出す場合，EJB クライアントアプリケーションで使用する RMI-IIOP スタブは，EJB ク
ライアントアプリケーションと同じバージョンの J2EE サーバから取得する，または
RMI-IIOP スタブ互換性があるバージョンの J2EE サーバから取得する必要があります。
EJB クライアントアプリケーションで使用できる RMI-IIOP スタブがどのバージョンの
J2EE サーバから取得できるかを次の表に示します。
表 B-3 RMI-IIOP スタブの互換性
EJB クライアントアプリ
ケーションのバージョン

RMI-IIOP スタブを取得する J2EE サーバのバージョン
07-00 以降

06-71 〜 06-50

06-02/06-00

07-00 以降

○

○

○

06-71 〜 06-50

×

○

○

06-02/06-00

×

×

○

（凡例）
○：RMI-IIOP スタブを使用できる。
×：RMI-IIOP スタブを使用できない。

具体例としては，07-00 以降と 06-00 間で RMI-IIOP 通信によってリモートの EJB を呼
び出す場合，07-00 以降が EJB クライアントアプリケーション，06-00 が J2EE サーバ
になるときは，07-00 以降の J2EE サーバから取得したスタブを使用してください。逆
に，06-00 が EJB クライアントアプリケーション，07-00 以降が J2EE サーバになると
きは，06-00 の J2EE サーバから取得したスタブを使用してください。
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推奨機能への移行

Cosminexus で従来サポートしている機能から推奨機能への移行方法について説明しま
す。

付録 C.1

Microsoft IIS から Hitachi Web Server への移行

Microsoft IIS 用リダイレクタから Hitachi Web Server 用リダイレクタへ移行する場合の
定義ファイルの対応を次に示します。
Microsoft IIS 用リダイレクタ

Hitachi Web Server 用リダイレクタ

リダイレクタ定義

isapi_redirect.conf

mod_jk.conf

URL パターンとワーカのマッ
ピング定義

uriworkermap.properties

ワーカ定義

workers.properties

定義内容

workers.properties

Microsoft IIS 用リダイレクタを使用している環境から Hitachi Web Server 用リダイレク
タを使用する環境に移行する場合，uriworkermap.properties に指定していた URL パ
ターンとワーカのマッピング定義を，JkMount キーを使用して mod_jk.conf に指定する
必要があります。workers.properties は，Microsoft IIS 用リダイレクタで使用していた
ものをそのまま使用できます。
Microsoft IIS 用リダイレクタを使用している環境からの移行の手順の概要を次に示しま
す。
1. Hitachi Web Server をインストールします。
2. uriworkermap.properties に定義されている URL パターンとワーカのマッピング定義
を mod_jk.conf に指定します。
3. Web サーバ連携の定義をします。
詳細については，
「18.8.1 Hitachi Web Server の設定」を参照してください。
4. Hitachi Web Server を起動します。

付録 C.2

インプロセストランザクションサービスへの移行

トランザクションサービスを J2EE サーバとは別のプロセス（アウトプロセス）で起動
していた場合，07-00 以降からは J2EE サーバ起動時にインプロセスで起動するように
変更してください。
ここでは，ファイル編集とコマンド実行でシステムを構築する場合の設定の変更方法に
ついて説明します。Management Server の運用管理ポータルでシステムを構築する場合
の設定の変更方法については，
「付録 A.10(4)

トランザクションサービスのインプロセ
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ス化」を参照してください。

（1） 移行作業の流れ
次の手順に従って，環境を移行してください。
1. アウトプロセストランザクションサービスのアンセットアップ
2. プロパティの設定
3. 環境変数の変更
（a） アウトプロセストランザクションサービスのアンセットアップ
アウトプロセストランザクションサービスのセットアップ用のコマンドを実行して，ア
ウトプロセストランザクションサービスをアンセットアップしてください。
アウトプロセストランザクションサービスのセットアップ用のコマンドを実行するタイ
ミングによって，使用するコマンドが異なります。
● Cosminexus 07-50 以降への移行後に実行する場合
• Windows の場合
tstpbsetup -d コマンド
• UNIX の場合
tssetup -d コマンド
● Cosminexus 07-50 以降への移行前に実行する場合
tssetup -d コマンド
（b） プロパティの設定
インプロセストランザクションサービスでは，セットアップコマンドの実行は必要あり
ません。また，アウトプロセストランザクションサービスでは tsdefvalue コマンドを使
用してシステム環境定義をカスタマイズしましたが，インプロセストランザクション
サービスでは J2EE サーバ用のユーザプロパティファイルを使用してシステム環境定義
をカスタマイズします。インプロセストランザクションサービスで設定が必要な J2EE
サーバのプロパティを次の表に示します。
表 C-1 インプロセストランザクションサービスで設定が必要な J2EE サーバのプロパ
ティ
キー名称
ejbserver.distributedtx.enableXidReuse
Optimization
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キー名称

値

見積もりの指針

ejbserver.distributedtx.ots.status.directo
ry1

インプロセストランザ
クションサービスのス
テータスファイルを格
納するディレクトリ

指定したパスのパーティション
が枯渇しないように運用する必
要があります。
また，アウトプロセストランザ
クションサービスでは，環境変
数「TPFS」をカスタマイズして
共有ディスク上に配置し，HA
構成で運用していた場合は，共
有ディスク上のパスを設定する
必要があります。

ejbserver.distributedtx.ots.status.directo
ry2 ※

注※

インプロセストランザクションサービスでステータスファイルを 1 面で運用する場合，設定

の必要はありません。

キーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を参照して

ください。
（c） 環境変数の変更
インプロセストランザクションサービスとアウトプロセストランザクションサービスで
は，設定が必要な環境変数が異なります。不要となった環境変数は削除してください。
トランザクションサービスの環境変数の設定要否を次の表に示します。なお，環境変数
に設定する値については，
「2.3.2 環境変数の詳細」を参照してください。
表 C-2 トランザクションサービスの環境変数の設定要否
環境変数名

指定する内容

設定の要否
アウトプロセストラ
ンザクションサービ
スの場合

インプロセストラン
ザクションサービス
の場合

OSAGENT_PORT

スマートエージェントが使
用するポート番号

○

PATH

プログラム実行パス

◎

◎

LIBPATH，または

ライブラリ検索パス

◎

◎

TPDIR

Cosminexus TPBroker のイ
ンストール先

◎

◎

TZ

タイムゾーン

◎

◎

VBROKER_ADM

スマートエージェントの定
義情報が格納されている
ディレクトリ

◎

◎

Cosminexus TPBroker のス
テータスファイル格納先
（任意のディレクトリまたは
キャラクタデバイスファイ
ル）

○

△

△※ 1

LD_LIBRARY_PATH ※
2

TPFS
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環境変数名

TPSPOOL

指定する内容

設定の要否
アウトプロセストラ
ンザクションサービ
スの場合

インプロセストラン
ザクションサービス
の場合

○

△

Cosminexus TPBroker の稼
働情報格納先
（任意のディレクトリ）

（凡例）
◎：設定する必要がある。
○：使用する機能によっては設定する必要がある。
△：設定は不要（設定しても無視される）
。
注※ 1

CTM などの機能でスマートエージェントを使用する場合があります。ほかの機能で使用し

ている場合は，環境変数「OSAGENT_PORT」を削除しないでください。
注※ 2

OS によって，使用する環境変数名が異なります。

• LIBPATH：AIX の場合
• LD_LIBRARY_PATH：HP-UX（IPF），Linux，または Solaris の場合

（2） 運用の移行
システムの運用環境も移行する必要があります。次の内容を変更して，システムの運用
環境を移行してください。
1. 起動プロセスの変更
2. メッセージの監視方法の変更
（a） 起動プロセスの変更
インプロセストランザクションサービスでは，次のプロセスは起動不要です。
• OTS（tsstart コマンドで起動）
• TCS（trnctxsv コマンドで起動）
• スマートエージェント（osagent コマンドで起動）※
注※
CTM などの機能でスマートエージェントを使用する場合があります。ほかの機
能で使用している場合は，スマートエージェントを起動してください。
（b） メッセージの監視方法の変更
メッセージを監視する運用を行っている場合，メッセージの出力や内容の変更がありま
す。監視対象となるメッセージ ID を変更してください。メッセージの変更点を次の表に
示します。
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表 C-3 メッセージの変更点
変更点

出力先

アウトプロセストランザクション
サービスの場合

インプロセストランザクションサー
ビスの場合

イベントログ，または syslog

cjmessage?.log

cjmessage?.log
メッセージ ID の範囲

KFCB29500 〜 KFCB32401

KFCB40000 〜 KFCB49999

メッセージが記載されてい
るドキュメント

TPBroker のドキュメント

マニュアル「Cosminexus メッ
セージ 2 KEOS ／ KEUC ／
KFCB 編」

注 「?」は通番を意味します。

（3） トラブルシュート情報の取得方法の移行
アウトプロセストランザクションサービスを使用した場合は，環境変数「TPSPOOL」
および「TPFS」に指定したディレクトリ以下のトレースファイルやログファイルを取得
する必要がありました。インプロセストランザクションサービスでは，アウトプロセス
トランザクションサービスで取得していた資料は，取得不要です。インプロセストラン
ザクションサービスで取得する必要があるトラブルシュート情報を次の表に示します。
表 C-4 インプロセストランザクションサービスで取得する必要があるトラブルシュー
ト情報
取得先

取得情報

Cosminexus Component Container のメッセージログ
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称
>¥logs¥cjmessage?.log
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/logs/
cjmessage?.log）

Cosminexus TPBroker のメッセージ

Cosminexus Component Container のユーザログ
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称
>¥logs¥user_out?.log
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/logs/user_out?.log）

Cosminexus TPBroker のメッセージ

Cosminexus Component Container のメンテナンスログ
• Windows の場合
< 作業ディレクトリ >¥ejb¥< サーバ名称
>¥logs¥cjmeintenance?.log
• UNIX の場合
< 作業ディレクトリ >/ejb/< サーバ名称 >/logs/
cjmeintenance?.log）

Cosminexus TPBroker のトレース情
報
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取得先

取得情報

インプロセストランザクションサービスのステータスファイル
（J2EE サーバの ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1，
または ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2 キーで指
定されるディレクトリ以下のファイル）

インプロセストランザクションサー
ビスのステータスファイルおよびス
テータスファイルのバックアップ

注 「?」は通番を意味します。

（4） プログラムソースコードの移行
次に示すように運用手順を変更して移行してください。
インプロセストランザクションサービスを使用する場合，アウトプロセストランザク
ションサービスを使用していた場合と比べて，動作が異なります。発生条件に合致する
場合，プログラムソースコードを変更する必要があります。
表 C-5 プログラムソースコードの変更点
動作変更内容

発生条件

修正内容

SetRollbackOnly 後のトランザクション
決着時に beforeCompletion が呼ばれま
せん（アウトプロセストランザクション
サービスを使用した場合は呼ばれます）。

Stateful Session Bean を
使用し，
SessionSynchronization
を実装している場合

SetRollbackOnly 後のトラン
ザクション決着時に
beforeCompletion が呼ばれる
ことを期待しないプログラム
に変更してください。

SetRollbackOnly 後のトランザクション
決着時に ejbStore が呼ばれません（ア
ウトプロセストランザクションサービス
を使用した場合は呼ばれます）
。

Entity Bean を使用してい
る場合

SetRollbackOnly 後のトラン
ザクション決着時に ejbStore
が呼ばれることを期待しない
プログラムに変更してくださ
い。

afterCompletion の引数（boolean
commited）の決定方法は，アウトプロ
セストランザクションサービスの場合に
はトップルートトランザクションの処理
結果を反映していましたが，インプロセ
ストランザクションサービスの場合に
は，該当するブランチと，サブオーディ
ネートブランチの処理結果だけで決定さ
れます。

次の条件をすべて満たす場
合
• 複数の J2EE サーバで，
プロセス間をわたってト
ランザクショナルな
EJB 呼び出しを行う。
• Stateful Session Bean
を使用している。
• SessionSynchronization
を実装している。

afterCompletion の引数の使
い方として，トップルートト
ランザクションの決着結果を
期待しないプログラムに変更
してください。
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サーバマネジャから Server Plug-in への移行

Cosminexus Version 6 では，リソースや J2EE アプリケーションを実行，カスタマイズ
するための GUI として，サーバマネジャを提供しました。
Cosminexus Version 7 では，リソースや J2EE アプリケーションを実行，カスタマイズ
するための GUI として，Server Plug-in を提供します。
Server Plug-in を使用すると，論理サーバ，J2EE リソース，および J2EE アプリケー
ションの操作を GUI で対話的に実行できます。また，アプリケーションの開発を支援す
る MyEclipse と組み合わせて使用すると，アプリケーションの開発から実行までの作業
を，アプリケーション開発のサイクルに沿って円滑に進められます。
アプリケーション開発のサイクルとプラグインの関係を次の図に示します。
図 D-1 アプリケーション開発のサイクルとプラグインの関係

リソースや J2EE アプリケーションの実行・カスタマイズでサーバマネジャを使用して
実行していた操作は，Cosminexus Version 7 では Server Plug-in を使用して実行しま
す。ただし，Cosminexus Version 7 では，サーバマネジャを使用して実行していた操作
の一部を MyEclipse，またはサーバ管理コマンドを使用して実行します。
サーバマネジャと Server Plug-in の機能の差異については，マニュアル「Cosminexus
アプリケーション設定操作ガイド」のサーバマネジャから Server Plug-in への機能の移
行に関する説明を参照してください。
ここでは，サーバマネジャから Server Plug-in への移行について説明します。
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付録 D.1

Server Plug-in を使用する場合のシステム構成

Server Plug-in を使用する場合，システム内に必ず Management Server を配置する必要
があります。これは，J2EE サーバ上の J2EE リソースおよび J2EE アプリケーション
の操作方法が，サーバマネジャの場合と Server Plug-in の場合で異なるためです。
サーバマネジャの場合，次の図のように，直接 J2EE サーバに接続してサーバ上の
J2EE リソースおよび J2EE アプリケーションを操作していました。
図 D-2 サーバマネジャでの J2EE サーバの操作

一方，Server Plug-in では，次の図のように，Management Server（リモート管理機能）
に接続して，J2EE サーバの操作や J2EE サーバ上の J2EE リソースおよび J2EE アプ
リケーションを操作します。
図 D-3 Server Plug-in での J2EE サーバの操作

このため，Server Plug-in は，Management Server で構築した環境だけで使用できま
す。Server Plug-in を使用する場合のシステム構成を次の図に示します。
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図 D-4 Server Plug-in のシステム構成

Server Plug-in の提供状況を，Cosminexus Version 7 の製品ごとに次の表に示します。
表 D-1 Cosminexus の製品ごとの Server Plug-in の提供状況
Cosminexus Version 7 の製品

適用 OS
Windows

UNIX

uCosminexus Developer Standard ※

○

−

uCosminexus Developer Professional ※

○

−

uCosminexus Service Architect ※

○

−

uCosminexus Application Server Standard ※

○

×

uCosminexus Application Server Enterprise ※

○

×

uCosminexus Service Platform ※

○

×

uCosminexus Operator

○

−

uCosminexus Client

×

−

uCosminexus Web Redirector

×

×

（凡例）○：提供する。
注※

×：提供しない。

−：製品が存在しない。

uCosminexus Operator をインストールしたマシンから，これらの製品をインストールした

マシンを操作できます。
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付録 D.2

システムの構築方法の差異

Server Plug-in は，システムの構築方法によって使用できるかどうかが異なります。シ
ステムの構築方法と Server Plug-in を使用できるかどうかの対応を，サーバマネジャと
比較して次の表に示します。
表 D-2 システムの構築方法とサーバマネジャ・Server Plug-in を使用できるかどうかの
対応
サーバマネ
ジャ

Server Plug-in

Smart Composer 機能でのシステム構
築

○

○

運用管理ポータルでのシステム構築

○

○

ファイル編集とコマンド実行でのシス
テム構築

○

×

システムの構築方法
Management Server を使
用して構築したシステム

Management Server を使
用しないで構築したシステ
ム

（凡例）○：使用できる。

×：使用できない。

Cosminexus Version 6 では，システムの構築方法に関係なくサーバマネジャを使用して
J2EE サーバを操作することができました。
Cosminexus Version 7 では，Smart Composer 機能，または運用管理ポータルを使用し
てシステムを構築した場合に Server Plug-in で J2EE サーバを操作できます。
Smart Composer 機能を使用したシステムの構築については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」のシステム構築に関する説明を参照してください。運用管理
ポータルを使用したシステム構築については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作
ガイド」を参照してください。

付録 D.3

Server Plug-in のセットアップ

ここでは，Server Plug-in を使用するために必要な設定について説明します。
Server Plug-in を使用するためには，Management Server，Eclipse などの設定が必要
です。
Server Plug-in を使用するために必要な設定の詳細については，
「2.5 Server Plug-in の
設定」を参照してください。
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DD の見直しの観点

作業ディレクトリ移行やインポートでは，XML プロセッサで検証したあと，DD が仕様
に準拠しているかをチェックします。作業をする前に，次の観点で DD を見直してくだ
さい。
DD 共通の注意事項
• DD の文書型宣言に内部サブセットは記述できません。
• J2EE 仕様で定められた DTD ／ XML スキーマ以外は参照できません。

付録 E.1

EAR ファイルの見直し観点

● DD を EAR ファイルの META-INF¥application.xml（Windows の場合）
，または
EAR ファイルの META-INF/application.xml（UNIX の場合）に配置しているか
● DD の文書型宣言に次のどれかが指定されているか
• <!DOCTYPE application PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD J2EE Application 1.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/application_1_2.dtd">
• <!DOCTYPE application PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD J2EE Application 1.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/application_1_3.dtd">
• <application
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"xmlns:
xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/application_1_4.xsd"
version="1.4">
● module で指定されたファイルが EAR ファイルにあるか

付録 E.2

RAR ファイルの見直し観点

● DD を RAR ファイルの META-INF¥ra.xml（Windows の場合）
，または RAR ファイ
ルの META-INF/ra.xml（UNIX の場合）に配置しているか
● DD の文書型宣言に次に示すものが指定されているか
• <!DOCTYPE connector PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Connector 1.0//EN"
"http://java.sun.com/dtd/connector_1_0.dtd">
● transaction-support に「NoTransaction」，
「LocalTransaction」または
「XATransaction」のどれかが指定されているか
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● authentication-mechanism-type に「BasicPassword」または「Kerbv5」のどちらか
が指定されているか
● security-permission-spec に適切な値が指定されているか

付録 E.3

EJB-JAR ファイルの見直し観点

● DD を JAR ファイルの META-INF¥ejb-jar.xml（Windows の場合），または JAR
ファイルの META-INF/ejb-jar.xml（UNIX の場合）に配置しているか
● DD の文書型宣言に次のどれかが指定されているか
• <!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 1.1//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/ejb-jar_1_1.dtd">
• <!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 2.0//EN"
"http://java.sun.com/dtd/ejb-jar_2_0.dtd">
• <ejb-jar xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-jar_2_1.xsd"
version="2.1">
● ejb-name が正しく指定されているか
● home，local-home のどちらか（または両方）が指定されているか
● home を指定した場合，remote も指定しているか
● local-home を指定した場合，local も指定しているか
● ejb-class が正しく指定されているか
● env-entry-type に，
「java.lang.Boolean」
，「java.lang.Byte」，
「java.lang.Character」，
「java.lang.String」，
「java.lang.Short」，
「java.lang.Integer」
，「java.lang.Long」
，
「java.lang.Float」または「java.lang.Double」のどれかが指定されているか
● env-entry-type が「java.lang.Character」の場合，env-entry-value に 1 文字だけ指
定しているか
● env-entry-type で扱える値が env-entry-value に指定されているか
● ejb-ref-type に「Entity」または「Session」のどちらかが指定されているか
● ejb-local-ref で参照する EJB に「local」が定義されているか
● ejb-ref で参照する EJB に「remote」が定義されているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB の種別は，ejb-ref-type で指定される種別と一致し
ているか
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● ejb-ref-name でリンクされる EJB のホームインタフェース名と，home で指定された
インタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のリモートインタフェース名と，remote で指定さ
れたインタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のローカルホームインタフェース名と，local-home
で指定されたインタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のローカルインタフェース名と，local で指定され
たインタフェース名が一致しているか
● session-type に「Stateful」または「Stateless」のどちらかが指定されているか
● transaction-type に「Bean」または「Container」のどちらかが指定されているか
● transaction-type に「Bean」が指定されている場合，
「container-transaction」を指
定しないようにしているか
● persistence-type に「Bean」または「Container」のどちらかが指定されているか
● reentrant に次の値が指定されているか
• EJB2.0 の場合：
「True」または「False」
• EJB2.1 の場合：
「true」または「false」
● cmp-version に「1.x」または「2.x」のどちらかが指定されているか
● cmp-version に「2.x」が指定されている場合，abstract-schema-name が指定されて
いるか
● field-name または cmr-field-name に正しく値が指定されているか
● field-name または cmr-field-name の先頭文字は小文字になっているか
● cmp-version に「1.x」が指定されている場合，cmp-field に対応するフィールドがあ
るか
● cmp-version に「2.x」が指定されている場合，cmp-field に対応するアクセスメソッ
ドがあるか
● cascade-delete が指定されている場合，multiplicity に「One」が指定されているか
● multiplicity に「One」または「Many」のどちらかが指定されているか
● query-method で指定されたメソッド名が正しいか
● query-method の method-name にアスタリスク（*）を指定しないようにしているか
● cmr-field を指定した場合，その EJB に local も指定しているか
● cmr-field-type に「java.util.Collection」または「java.util.Set」のどちらかが指定さ
れているか
● acknowledge-mode に「Auto-acknowledge」または「Dups-ok-acknowledge」のどち
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らかが指定されているか
● destination-type に「javax.jms.Queue」または「javax.jms.Topic」のどちらかが指定
されているか
● subscription-durability に「Durable」または「NonDurable」のどちらかが指定され
ているか
● Session Bean，Entity Bean の場合，trans-attribute に「NotSupported」
，
「Supports」
，「Required」
，「RequiresNew」
，「Mandatory」または「Never」のどれ
かが指定されているか
● Message-driven Bean の場合，trans-attribute に「NotSupported」，
「Required」の
どちらかが指定されているか
● method で指定されたメソッド名が正しいか

付録 E.4

WAR ファイルの見直し観点

● DD を WAR ファイルの WEB-INF¥web.xml（Windows の場合）
，または WAR ファ
イルの WEB-INF/web.xml（UNIX の場合）に配置しているか
● DD の文書型宣言に次のどれかが指定されているか
• <!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
• <!DOCTYPE web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
• <web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd"
version="2.4">
● env-entry-type に「java.lang.Boolean」，
「java.lang.Byte」
，「java.lang.Character」
，
「java.lang.String」，
「java.lang.Short」，
「java.lang.Integer」
，「java.lang.Long」
，
「java.lang.Float」または「java.lang.Double」のどれかが指定されているか
● env-entry-type が「java.lang.Character」の場合，env-entry-value に 1 文字だけ指
定しているか
● env-entry-type で扱える値が env-entry-value に指定されているか
● ejb-ref-type に「Entity」または「Session」のどちらかが指定されているか
● ejb-local-ref で参照する EJB に「local」が定義されているか
● ejb-ref で参照する EJB に「remote」が定義されているか
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● ejb-ref-name でリンクされる EJB の種別は，ejb-ref-type で指定される種別と一致し
ているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のホームインタフェース名と，home で指定された
インタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のリモートインタフェース名と，remote で指定さ
れたインタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のローカルホームインタフェース名と，local-home
で指定されたインタフェース名が一致しているか
● ejb-ref-name でリンクされる EJB のローカルインタフェース名と，local で指定され
たインタフェース名が一致しているか
● jsp-file に指定されたファイルが WAR にあるか
● transport-guarantee に「NONE」
，「INTEGRAL」または「CONFIDENTIAL」のど
れかが指定されているか
● auth-method に「BASIC」，
「FORM」，または「CLIENT-CERT」のどれかが指定さ
れているか
● 次に示すタグの値が重複していないか
固有の値を指定するタグ
<filter> で定義する <filter-name>

固有の値を指定する範囲
<web-app> から </web-app> の間
※1

<servlet> で定義する <servlet-name>

値が重複している場合
の現象
Servlet2.4 の場合，イ
ンポート時にエラーに
なる。

<web-app> から </web-app> の間
※2

<resource-env-ref-name>

<web-app> から </web-app> の間

<res-ref-name>

<web-app> から </web-app> の間

<security-role> で定義する
<role-name>

※3

<env-entry-name>

<web-app> から </web-app> の間

<ejb-ref> または <ejb-local-ref> で定
義する <ejb-ref-name>

<web-app> から </web-app> の間

<web-app> から </web-app> の間

注※ 1
<filter> で定義する <filter-name> とは重複できません。<filter-mapping> で定義する
<filter-name> とは重複できます。
注※ 2
<servlet> で定義する <servlet-name> とは重複できません。<filter-mapping> または
<servlet-mapping> で定義する <servlet-name> とは重複できます。
注※ 3
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<security-role> で定義する <role-name> とは重複できません。<run-as>，<security-role-ref>
または <auth-constraint> で定義する <role-name> とは重複できます。

872

付録 F

付録 F

Oracle アクセスライブラリの再作成

Oracle アクセスライブラリの再作成

Cosminexus DABroker Library では，Oracle にアクセスするためのライブラリとして
Oracle アクセスライブラリを提供しています。Oracle アクセスライブラリは，Oracle
の OCI プログラムです。OCI プログラムは，Oracle のインストール状況によって，その
作成方法（make 方法）が異なる場合があります。Oracle のインストールの状況によっ
ては，Cosminexus DABroker Library が提供している Oracle アクセスライブラリでは
Oracle にアクセスできないため，ユーザの環境に合わせた Oracle アクセスライブラリの
再作成が必要になります。
ここでは，Oracle アクセスライブラリを再作成する方法について，OS ごとに説明しま
す。
• AIX の場合
• HP-UX（IPF）の場合
• Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の場合
• Linux（IPF）の場合
• Solaris の場合

付録 F.1

AIX の場合

AIX を使用する場合の Oracle アクセスライブラリの再作成方法について説明します。

（1） 適用範囲
Oracle アクセスライブラリを作成する機能は，次の Oracle システムを運用している場合
に適用してください。
● Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
● Oracle10g R10.1.0 を使用している場合

（2） Oracle アクセスライブラリ再作成の手順
Oracle アクセスライブラリを再作成する手順を次に説明します。
次の手順は，必ず，運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。
Cosminexus DABroker Library の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定してい
る場合は，いったん，Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドで運用
ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。
1. Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップ
Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップを次のように取得
してください。
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cd /opt/DABroker/lib
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO7920.a

libdaO7920.a_bk

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO7101.a

libdaO7101.a_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO8920.a

libdaO8920.a_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO8101.a

libdaO8101.a_bk

2. 提供サンプルメイクファイルの修正
Cosminexus DABroker Library では，表 F-1 から表 F-4 に示す，Oracle アクセスラ
イブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わせ
て，修正して使用してください。
なお，表中の番号は，次の内容を示しています。
1：Cosminexus DABroker Library アクセスライブラリ名称
修正しないでください。
2：Cosminexus DABroker Library 共用ライブラリ
修正しないでください。
3：Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリ
Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリは，Oracle の
OCI プログラムです。Oracle のマニュアルを参照し，OCI プログラム作成時に
必要な Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリを確認の上，
使用している環境に合わせて修正してください。
4：Cosminexus DABroker Library 共用オブジェクトファイル
修正しないでください。
5：リンケージパラメタ
修正しないでください。
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7920
表 F-1 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（AIX の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7920.a

1

PROGRAM1

= libdaO7920.o

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib

3

LIBS1

= -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥

874

-ldacommon

付録 F

番号

Oracle アクセスライブラリの再作成

定義文

3

-bnoentry -lm -lc_r

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -G

4

OBJS

= /opt/DABroker/obj/dacdcntl.o ¥

4

/opt/DABroker/obj/daO7920.a

5

all:

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM1) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
ar rv $(PROGRAM) $(PROGRAM1)
rm -f $(PROGRAM1)
echo "done"

$(PROGRAM)

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8920
表 F-2 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library のデー
タベース種別で Oracle8i 指定時）（AIX の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8920.a

1

PROGRAM1

= libdaO8920.o

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib

3

LIBS1

= -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥

3

-ldacommon

-bnoentry -lm -lc_r

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib32 -lclntsh

3

LDFLAGS

= -G

4

OBJS

= /opt/DABroker/obj/dacd8920.o ¥

4

/opt/DABroker/obj/daO8920.a

5

all:

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM1) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
ar rv $(PROGRAM) $(PROGRAM1)
rm -f $(PROGRAM1)
echo "done"

$(PROGRAM)

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7101
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表 F-3 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（AIX の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7101.a

1

PROGRAM1

= libdaO7101.o

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib

3

LIBS1

= -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥

3

-ldacommon

-bnoentry -lm -lc_r

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib32 -lclntsh

3

LDFLAGS

= -G

4

OBJS

= /opt/DABroker/obj/dacdcntl.o ¥

4

/opt/DABroker/obj/daO7101.a

5

all:

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM1) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
ar rv $(PROGRAM) $(PROGRAM1)
rm -f $(PROGRAM1)
echo "done"

$(PROGRAM)

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8101
表 F-4 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（AIX の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8101.a

1

PROGRAM1

= libdaO8101.o

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib

3

LIBS1

= -lpthreads -bglink:/lib/glink.o -bM:SRE -bexpall ¥

3

-ldacommon

-bnoentry -lm -lc_r

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib32 -lclntsh

3

LDFLAGS

= -G

4

OBJS

= /opt/DABroker/obj/dacd8101.o ¥

4
5
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定義文
$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM1) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
ar rv $(PROGRAM) $(PROGRAM1)
rm -f $(PROGRAM1)echo "done"

3. Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリの再作成
サンプルメイクファイルを修正後，次の環境変数を入力し，make コマンドを実行し
てください。
（メイクファイル実行手順

B シェルを使用の場合）

ORACLE_HOME ＝ ORACLE HOME ディレクトリ
export

ORACLE_HOME

DABDIR ＝ /opt/DABroker
export

DABDIR

• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
make -f oramake7920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f oramake7101（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
make -f orameke8920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f orameke8101（修正後のメイクファイルを実行する）
4. 再作成後の Oracle アクセスライブラリの Cosminexus DABroker Library のライブラリ
格納用ディレクトリへのコピー
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した Oracle アクセスライブラ
リを次のようにコピーしてください。
再作成した Oracle アクセスライブラリは，make コマンドを実行したカレントディレ
クトリに作成されます。
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO7920.a

/opt/DABroker/lib/libdaO7920.a

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO7101.a

/opt/DABroker/lib/libdaO7101.a

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO8920.a

/opt/DABroker/lib/libdaO8920.a

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO8101.a

/opt/DABroker/lib/libdaO8101.a

877

付録 F

Oracle アクセスライブラリの再作成

5. Cosminexus DABroker Library の再セットアップ
作成した Oracle アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと，再度，
Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドを実行してください。

付録 F.2

HP-UX（IPF）の場合

HP-UX（IPF）を使用する場合の Oracle アクセスライブラリの再作成方法について説明
します。

（1） 適用範囲
Oracle アクセスライブラリを作成する機能は，次の Oracle システムを運用している場合
に適用してください。
● Oracle9i R9.2.0
● Oracle10g R10.1.0

（2） Oracle アクセスライブラリ再作成の手順
Cosminexus DABroker Library では，Oracle が提供している各バージョンの OCI サン
プルメイクファイルに Cosminexus DABroker Library 専用のリンケージラインを埋め込
んで提供しています。使用している Oracle のバージョンに従い，次の手順で実行してく
ださい。
次の手順は，必ず，運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。
Cosminexus DABroker Library の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定してい
る場合は，いったん，Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドで運用
ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。
1. Cosminexus DABroker Library 既存ライブラリのバックアップ
Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップを次のように取得
してください。
cd /opt/DABroker/lib
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO7920.so

libdaO7920.so_bk

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO7101.so

libdaO7101.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO8920.so

libdaO8920.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO8101.so
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2. 提供サンプルメイクファイルの修正
Cosminexus DABroker Library では，表 F-5 から表 F-8 に示す，各 Oracle アクセス
ライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わせ
て，修正して使用してください。
なお，表中の番号は，次の内容を示しています。
1：Cosminexus DABroker Library アクセスライブラリ名称
修正しないでください。
2：Cosminexus DABroker Library 共用ライブラリ
修正しないでください。
3：Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリ
Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリは，Oracle の
OCI プログラムです。Oracle のマニュアルを参照し，OCI プログラム作成時に
必要な Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリを確認の上，
使用している環境に合わせて修正してください。
4：Cosminexus DABroker Library 共用オブジェクトファイル
修正しないでください。
5：リンケージパラメタ
修正しないでください。
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7920
表 F-5 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library のデー
タベース種別で Oracle 指定時）（HP-UX（IPF）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7920.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon

3

LIBS1

= -lpthread -lcl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -b +s

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacdcntl.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO7920.a

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7101
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表 F-6 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）
（HP-UX（IPF）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7101.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon

3

LIBS1

= -lpthread -lcl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -b +s

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacdcntl.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO7101.a

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8920
表 F-7 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library のデー
タベース種別で Oracle8i 指定時）（HP-UX（IPF）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8920.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon

3

LIBS1

= -lpthread -lcl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -b +s

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacd8920.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO8920.a

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8101
表 F-8 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（HP-UX（IPF）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8101.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon
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定義文

3

LIBS1

= -lpthread -lcl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -b +s

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacd8110.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO8110.a

3. Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリの再作成
サンプルメイクファイルを修正後，次の環境変数を入力し，make コマンドを実行し
てください。
（メイクファイル実行手順

B シェルを使用の場合）

ORACLE_HOME ＝ ORACLE HOME ディレクトリ
export

ORACLE_HOME

DABDIR ＝ /opt/DABroker
export

DABDIR

• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
make -f oramake7920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f oramake7101（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
make -f orameke8920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f orameke8101（修正後のメイクファイルを実行する）
4. 再作成後の Oracle アクセスライブラリの Cosminexus DABroker Library のライブラリ
格納用ディレクトリへのコピー
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した Oracle アクセスライブラ
リを次のようにコピーしてください。
再作成した Oracle アクセスライブラリは，make コマンドを実行したカレントディレ
クトリに作成されます。
• Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO7920.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7920.so

• Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO7101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7101.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
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Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO8920.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8920.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO8101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8101.so

5. Cosminexus DABroker Library の再セットアップ
作成した Oracle アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと，再度，
Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドを実行してください。

付録 F.3

Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の場合

Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）を使用する場合の Oracle アクセスライブラリ
の再作成方法について説明します。

（1） 適用範囲
Oracle アクセスライブラリを作成する機能は，次の Oracle システムを運用している場合
に適用してください。
● Oracle9i R9.2.0
● Oracle10g R10.1.0

（2） Oracle アクセスライブラリ再作成の手順
Cosminexus DABroker Library では，Oracle が提供している各バージョンの OCI サン
プルメイクファイルに Cosminexus DABroker Library 専用のリンケージラインを埋め込
んで提供しています。使用している Oracle のバージョンに従い，次の手順で実行してく
ださい。
次の手順は，必ず，運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。
Cosminexus DABroker Library の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定してい
る場合は，いったん，Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドで運用
ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。
1. Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップ
Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップを次のように取得
してください。
cd /opt/DABroker/lib
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO7920.so

libdaO7920.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
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Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO7101.so

libdaO7101.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO8920.so

libdaO8920.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO8101.so

libdaO8101.so_bk

2. 提供サンプルメイクファイルの修正
Cosminexus DABroker Library では，表 F-9 から表 F-12 に示す，各 Oracle アクセ
スライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わ
せて，修正して使用してください。
なお，表中の番号は，次の内容を示しています。
1：Cosminexus DABroker Library アクセスライブラリ名称
修正しないでください。
2：Cosminexus DABroker Library 共用ライブラリ
修正しないでください。
3：Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリ
Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリは，Oracle の
OCI プログラムです。Oracle のマニュアルを参照し，OCI プログラム作成時に
必要な Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリを確認の上，
使用している環境に合わせて修正してください。
4：Cosminexus DABroker Library 共用オブジェクトファイル
修正しないでください。
5：リンケージパラメタ
修正しないでください。
• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7920
表 F-9 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library のデー
タベース種別で Oracle 指定時）（Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7920.so

2

LIBS

= -L $(DABDIR)/lib -ldacommon

3

ORALIB

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -ldl -lnsl -lpthread -G

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacdcntl.o

5

all:

$(PROGRAM)

$(DABDIR)/obj/daO7920.a
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番号
5

定義文
$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7101
表 F-10

Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）
（Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の
場合）

番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7101.so

2

LIBS

= -L $(DABDIR)/lib -ldacommon

3

ORALIB

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -ldl -lnsl -lpthread -G

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacdcntl.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO7101.a

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8920
表 F-11 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）
（Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の
場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8920.so

2

LIBS

= -L $(DABDIR)/lib -ldacommon

3

ORALIB

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -ldl -lnsl -lpthread -G

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacd8920.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO8920.a

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8101
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表 F-12 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）
（Linux（x86 ／ AMD64 & Intel EM64T）の
場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8101.so

2

LIBS

= -L $(DABDIR)/lib -ldacommon

3

ORALIB

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -ldl -lnsl -lpthread -G

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacd8101.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO8101.a

3. Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリの再作成
サンプルメイクファイルを修正後，次の環境変数を入力し，make コマンドを実行し
てください。
（メイクファイル実行手順

B シェルを使用の場合）

ORACLE_HOME ＝ ORACLE HOME ディレクトリ
export

ORACLE_HOME

DABDIR ＝ /opt/DABroker
export

DABDIR

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
make -f oramake7920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f oramake7101（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
R9.2.0 を使用している場合
make -f orameke8920（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f orameke8101（修正後のメイクファイルを実行する）
4. 再作成後の Oracle アクセスライブラリの Cosminexus DABroker Library のライブラリ
格納用ディレクトリへのコピー
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した Oracle アクセスライブラ
リを次のようにコピーしてください。
再作成した Oracle アクセスライブラリは，make コマンドを実行したカレントディレ

885

付録 F

Oracle アクセスライブラリの再作成

クトリに作成されます。
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO7920.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7920.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO7101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7101.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO8920.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8920.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO8101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8101.so

5. Cosminexus DABroker Library の再セットアップ
作成した Oracle アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと，再度，
Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドを実行してください。

付録 F.4

Linux（IPF）の場合

Linux（IPF）を使用する場合の Oracle アクセスライブラリの再作成方法について説明
します。

（1） 適用範囲
Oracle アクセスライブラリを作成する機能は，次の Oracle システムを運用している場合
に適用してください。
● Oracle10g R10.1.0

（2） Oracle アクセスライブラリ再作成の手順
Cosminexus DABroker Library では，Oracle が提供している各バージョンの OCI サン
プルメイクファイルに Cosminexus DABroker Library 専用のリンケージラインを埋め込
んで提供しています。使用している Oracle のバージョンに従い，次の手順で実行してく
ださい。
次の手順は，必ず，運用ディレクトリが /opt/DABroker の環境で実行してください。
Cosminexus DABroker Library の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設定してい
る場合は，いったん，Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドで運用
ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。
1. Cosminexus DABroker Library 既存ライブラリのバックアップ
Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップを次のように取得
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してください。
cd /opt/DABroker/lib
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO7101.so

libdaO7101.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO8101.so

libdaO8101.so_bk

2. 提供サンプルメイクファイルの修正
Cosminexus DABroker Library では，表 F-13 から表 F-14 に示す，各 Oracle アクセ
スライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わ
せて，修正して使用してください。
なお，表中の番号は，次の内容を示しています。
1：Cosminexus DABroker Library アクセスライブラリ名称
修正しないでください。
2：Cosminexus DABroker Library 共用ライブラリ
修正しないでください。
3：Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリ
Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリは，Oracle の
OCI プログラムです。Oracle のマニュアルを参照し，OCI プログラム作成時に
必要な Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリを確認の上，
使用している環境に合わせて修正してください。
4：Cosminexus DABroker Library 共用オブジェクトファイル
修正しないでください。
5：リンケージパラメタ
修正しないでください。
• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake7101
表 F-13 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）（Linux（IPF）の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7101.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon

2

LIBS1

= -lpthread -ldl -lnsl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -shared

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacdcntl.o

5

all:

$(PROGRAM)

$(DABDIR)/obj/daO7101.a
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番号
5

定義文
$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(RRALIB)
echo "done"

• ファイル名：/opt/DABroker/sample/oramake8101
表 F-14

Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（Linux（IPF）の場合）

番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8101.so

2

LIBS

= -L /opt/DABroker/lib -ldacommon

2

LIBS1

= -lpthread -ldl -lnsl

3

ORALIB

= -L $(ORACLE_HOME)/lib -lclntsh

3

LDFLAGS

= -shared

4

OBJS

= $(DABDIR)/obj/dacd8101.o

5

all:

$(PROGRAM)

5

$(PROGRAM): $(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
$(LD) -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(LIBS1) $(LDFLAGS) ¥
$(ORALIB)
echo "done"

$(DABDIR)/obj/daO8101.a

3. Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリの再作成
サンプルメイクファイルを修正後，次の環境変数を入力し，make コマンドを実行し
てください。
（メイクファイル実行手順

B シェルを使用の場合）

ORACLE_HOME ＝ ORACLE HOME ディレクトリ
export ORACLE_HOME
DABDIR ＝ /opt/DABroker
export DABDIR
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f oramake7101（修正後のメイクファイルを実行する）
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
make -f orameke8101（修正後のメイクファイルを実行する）
4. 再作成後の Oracle アクセスライブラリの Cosminexus DABroker Library のライブラリ
格納用ディレクトリへのコピー
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した Oracle アクセスライブラ
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リを次のようにコピーしてください。
再作成した Oracle アクセスライブラリは，make コマンドを実行したカレントディレ
クトリに作成されます。
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO7101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7101.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO8101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8101.so

5. Cosminexus DABroker Library の再セットアップ
作成した Oracle アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと，再度，
Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドを実行してください。

付録 F.5

Solaris の場合

Solaris を使用する場合の Oracle アクセスライブラリの再作成方法について説明します。

（1） 適用範囲
Oracle アクセスライブラリを作成する機能は，次の Oracle システムを運用している場合
に適用してください。
● Oracle9i R9.0.1
● Oracle9i R9.2.0
● Oracle10g R10.1.0
また，Oracle アクセスライブラリを作成する機能を使用するには，Sun WorkShop C コ
ンパイラが必要です。

（2） Oracle アクセスライブラリ再作成の手順
Oracle アクセスライブラリを再作成する手順を次に説明します。
次の手順は，必ず，運用ディレクトリが /opt/DABroker となっている環境で実行してく
ださい。Cosminexus DABroker Library の運用ディレクトリを /opt/DABroker 以外に設
定している場合は，いったん，Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンド
で運用ディレクトリを /opt/DABroker に戻してから実行してください。
1. Cosminexus DABroker Library 既存ライブラリのバックアップ
Cosminexus DABroker Library の既存ライブラリのバックアップを次のように取得
してください。
cd /opt/DABroker/lib
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
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Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
mv libdaO7901.so

libdaO7901.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO7920.so

libdaO7920.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO7101.so

libdaO7101.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
mv libdaO8901.so

libdaO8901.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
mv libdaO8920.so

libdaO8920.so_bk

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
mv libdaO8101.so

libdaO8101.so_bk

2. 提供サンプルメイクファイルの修正
Cosminexus DABroker Library では，表 F-15 から表 F-20 に示す，各 Oracle アクセ
スライブラリのサンプルメイクファイルを提供しています。使用している環境に合わ
せて，サンプルメイクファイルを修正して使用してください。なお，表中の番号は，
次の内容を示しています。
1：Cosminexus DABroker Library アクセスライブラリ名称
修正しないでください。
2：Cosminexus DABroker Library 共用ライブラリ
修正しないでください。
3：Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリ
Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリは，Oracle の
OCI プログラムです。Oracle のマニュアルを参照し，OCI プログラム作成時に
必要な Oracle クライアントライブラリ，および OS 提供ライブラリを確認の上，
使用している環境に合わせて修正してください。
4：Cosminexus DABroker Library 共用オブジェクトファイル
修正しないでください。
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms7901.mk
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表 F-15 Oracle9i R9.0.1 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）（Solaris の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7901.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO7901.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacdcntl.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms7920.mk
表 F-16 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）（Solaris の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7920.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO7920.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacdcntl.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms7101.mk
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表 F-17

Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle 指定時）
（Solaris の場合）

番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO7101.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO7101.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacdcntl.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms8901.mk
表 F-18

Oracle9i R9.0.1 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（Solaris の場合）

番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8901.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO8901.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacd8901.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms8920.mk
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表 F-19 Oracle9i R9.2.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（Solaris の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8920.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO8920.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacd8920.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
ファイル名：/opt/DABroker/sample/dab_demo_rdbms8101.mk
表 F-20 Oracle10g R10.1.0 サンプルメイクファイル（Cosminexus DABroker Library の
データベース種別で Oracle8i 指定時）（Solaris の場合）
番号

定義文

1

PROGRAM

= libdaO8101.so

2

LIBS

= -L $(DABLIB_HOME)/lib -ldacommon

3

ORALIB

3

LDFLAGS

= -lposix4 -lthread -ldl -lc -lnsl -lsocket -G

4

OBJS
daO8101.a

= $(DABLIB_HOME)/obj/dacd8101.o

4

all:

$(PROGRAM)

4

$(PROGRAM):

$(OBJS)
echo "Linking $(PROGRAM) ..."
ld -o $(PROGRAM) $(OBJS) $(LIBS) $(ORALIB) $(LDFLAGS)
echo "done"

= -L$(ORACLE_HOME)/lib -L$(ORACLE_HOME)/rdbms/lib -lclntsh

$(DABLIB_HOME)/obj/

3. Cosminexus DABroker Library の Oracle アクセスライブラリの再作成
サンプルメイクファイルを修正後，次の環境変数を入力し，シェルを実行してくださ
い。なお，シェルを実行するときは，カレントディレクトリをシェルファイルがある
ディレクトリに移動してください。
（メイクファイル実行手順 標準シェルを使用の場合）
ORACLE_HOME ＝ ORACLE HOME ディレクトリ
export

ORACLE_HOME

DABDIR ＝ /opt/DABroker
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export DABDIR
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms7901.sh
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms7920.sh
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms7101.sh
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms8901.sh
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms8920.sh
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
$ sh ./dab_rdbms8101.sh
4. 再作成後の Oracle アクセスライブラリの Cosminexus DABroker Library のライブラリ
格納用ディレクトリへのコピー
make コマンドを実行したディレクトリ環境下で再作成した Oracle アクセスライブラ
リを次のようにコピーしてください。
再作成した Oracle アクセスライブラリは，make コマンドを実行したカレントディレ
クトリに作成されます。
• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
cp libdaO7901.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7901.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO7920.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7920.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO7101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO7101.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.0.1 を使用している場合
cp libdaO8901.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8901.so

• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle9i R9.2.0 を使用している場合
cp libdaO8920.so
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• Cosminexus DABroker Library のデータベース種別に Oracle8i を指定して，
Oracle10g R10.1.0 を使用している場合
cp libdaO8101.so

/opt/DABroker/lib/libdaO8101.so

5. Cosminexus DABroker Library の再セットアップ
作成した Oracle アクセスライブラリを /opt/DABroker/lib にコピーしたあと，再度，
Cosminexus DABroker Library のセットアップコマンドを実行してください。

付録 F.6 Oracle9i または Oracle10g で追加されたデータ型
への対応状況
Oracle9i，または Oracle10g で追加されたデータ型に対する Cosminexus DABroker
Library の対応状況を次の表に示します。
表 F-21 Oracle9i で追加されたデータ型
データ型

Cosminexus DABroker Library でのサポート状況

TIMESTAMP(fractional_seconds_precision)

未サポート

TIMESTAMP(fractional_seconds_precision)
WITH TIME ZONE

未サポート

TIMESTAMP(fractional_seconds_precision)
WITH LOCAL TIME ZONE

未サポート

INTERVAL YEAR(year_precision) TO MONTH

未サポート

INTERVAL DAY(day_precision) TO SECOND
(fractional_seconds_precision)

未サポート

表 F-22 Oracle10g で追加されたデータ型
データ型

Cosminexus DABroker Library でのサポート状況

BINARY_FLOAT

未サポート

BINARY_DOUBLE

未サポート
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付録 G ベーシックモードの利用（互換用機能）
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。旧バージョンとの互換性を重視したモード
です。ここでは，ベーシックモードの利用について説明します。旧バージョンとの互換
用機能については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
なお，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。
J2EE サーバモードを使用する場合は，1.4 モードを使用することをお勧めします。

付録 G.1

ベーシックモードの設定

動作モードは，usrconf.properties の ejbserver.server.j2ee.feature キーで変更できます。
ベーシックモードを使用する場合には，「ejbserver.server.j2ee.feature=1.3basic」を指定
します。
なお，旧バージョンでベーシックモードを使用していた場合，Cosminexus をアップグ
レードインストールしたときには，J2EE サーバの動作モードはベーシックモードになっ
ています。新規インストールした場合には，J2EE サーバの動作モードは 1.4 モードに
なっています。

付録 G.2

データソースの設定

ベーシックモードを使用する場合，データソースを使用してデータベースに接続できま
す。データソースを利用して接続できるデータベースには，HiRDB，Oracle9i がありま
す。なお，データソースを使用する場合，データベースとの接続には Cosminexus
DABroker Library を使用します。また，使用できるトランザクションの種類は，ローカ
ルトランザクションだけとなります。

！

注意事項
データソースも DB Connector と同様の使用方法で J2EE アプリケーションから利用できま
すが，データベース接続には 1.4 モードでの DB Connector の使用をお勧めします。DB
Connector を利用したデータベース接続は，データソースを利用したデータベース接続と比
較して，トランザクション管理のパフォーマンスを向上できます。
また，データベース接続にデータソースを使用できるのは，J2EE サーバの動作モードが
ベーシックモードの場合だけです。1.4 モードでデータベースに接続する場合には，DB
Connector を使用してください。
Cosminexus では，データソースから DB Connector への移行をサポートしています。デー
タソースから DB Connector への移行方法については，「付録 A
よび Cosminexus Version 7 からの移行」を参照してください。
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運用管理ポータルでシステムを構築する場合と，ファイル編集とコマンド実行でシステ
ムを構築する場合で，データソースの設定方法が異なります。それぞれの設定方法につ
いて説明します。

（1） 運用管理ポータルでシステムを構築する場合
運用管理ポータルでは，開発環境（サーバ管理コマンドが動作する環境）で設定した
データソースを，運用環境（データソースを使用する環境）に移す作業をサポートして
います。開発環境でサーバ管理コマンドを使用してデータソースのプロパティの設定，
接続の確認などを実施したあとで，運用管理ポータルを使用して運用環境にデータソー
スをインポートします。
データソースの設定の流れを次の図に示します。
図 G-1

データソースの設定の流れ（運用管理ポータルでのシステム構築）

図中の 1. 〜 5. について説明します。なお，ここでは，開発環境と運用環境は，同じホス
トにある別々の J2EE サーバ上にあると仮定して説明します。
1. 開発環境で，サーバ管理コマンドを使用してデータソースをインポートします。
cjimportres コマンドを使用して，データソースをインポートします。
2. 開発環境で，サーバ管理コマンドを使用してデータソースのプロパティを定義しま
す。
cjgetresprop コマンドでデータソース属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetresprop コマンドで編集内容を反映させます。
なお，使用するデータベースの種類によって，プロパティの定義内容が異なります。
3. 開発環境で，サーバ管理コマンドを使用してデータソースの接続テストを実施しま
す。
cjtestres コマンドを使用して，データソースの接続テストを実施します。
4. 運用環境で設定済みのデータソースから，サーバ管理コマンドを使用してデータソー
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ス属性ファイルを取得します。
cjgetresprop コマンドを使用して，データソース属性ファイルを取得します。

参考
• 同一のデータソースは，同一の J2EE サーバにインポートできません。開発環境の J2EE
サーバと運用環境の J2EE サーバが同一の場合は，運用環境の J2EE サーバにデータソー
スをインポートする前に，開発環境の J2EE サーバにあるデータソースを削除してくださ
い。
• 開発環境のホストと運用環境のホストが異なる場合には，開発環境のホストにあるデータ
ソースを運用環境のホストに移動してください。
開発環境のホストにあるデータソースから cjgetresprop コマンドでデータソース属性ファ
イルを取得し，データソース設定ファイルを用意します。データソース設定ファイルの格
納場所を次に示します。
Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥dsconf
UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/examples/dsconf
取得および用意したデータソース属性ファイルとデータソース設定ファイルを，運用環境
のホスト（Management Server 稼働ホスト）にコピーします。

5. 運用管理ポータルの「論理サーバのアプリケーション管理」で，運用環境の J2EE
サーバにデータソースをインポートします。
［データソースのインポート］画面で，データソースをインポートします。なお，イ
ンポート時に指定するファイルは，JDBC ドライバファイル，データソース属性ファ
イル，およびデータソース設定ファイルです。JDBC ドライバファイルは JDBC ドラ
イバのクラスライブラリファイル，属性ファイルと設定ファイルはリソースのプロパ
ティや使用するドライバのクラスなどの情報を定義したファイルです。
運用管理ポータルでの操作については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイ
ド」を参照してください。サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。また，コマン
ドや属性ファイルについては，マニュアル「Cosminexus リファレンス
またはマニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」
，

定義編」を参照してください。

（2） ファイル編集とコマンド実行でシステムを構築する場合
ファイル編集とコマンド実行でシステムを構築する場合，サーバ管理コマンドを使用し
てデータソースのプロパティの設定，接続の確認などを実施してください。
データソースの設定手順を次の図に示します。
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データソースの設定手順（ファイル編集とコマンド実行でのシステム構築）

図中の 1. 〜 3. について説明します。
1. サーバ管理コマンドを使用してデータソースをインポートします。
cjimportres コマンドを使用して，データソースをインポートします。
2. サーバ管理コマンドを使用してデータソースのプロパティを定義します。
cjgetresprop コマンドでデータソース属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetresprop コマンドで編集内容を反映させます。
なお，使用するデータベースの種類によって，プロパティの定義内容が異なります。
3. サーバ管理コマンドを使用してデータソースの接続テストを実施します。
cjtestres コマンドを使用して，データソースの接続テストを実施します。
サーバ管理コマンドでの操作については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション
設定操作ガイド」を参照してください。

参考
次のような場合，データソースをインポートすることで，効率良くデータソースを設定でき
ます。
• 開発環境で設定したデータソースを，運用環境にインポートして使用する場合
• 運用環境ですでに動いているデータソースを，増設した J2EE サーバにインポートして使
用する場合
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付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用
機能）

互換用のサーバの動作モードとして，Web コンテナだけを使用するサーブレットエンジ
ンモードがあります。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，J2EE サー
バモードに移行することをお勧めします。

付録 H.1

サーブレットエンジンモードでのシステム構築

サーブレットエンジンモードを使用する場合のインストール，システム構築の流れ，シ
ステム構築で使用するファイル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の移行情報については，「付録 H.8

サーブレット

エンジンモードの移行情報」を参照してください。

（1） インストールと初期設定
サーブレットエンジンモードの場合，インストールと初期設定は，J2EE サーバの場合と
同じです。J2EE サーバの場合のインストールと初期設定の概要については，
「2.1 イン
ストールと初期設定の概要」，
「2.2 インストールとアンインストール」
，および「2.3
環境変数の設定」を参照してください。なお，サーブレットエンジンモードの場合には，
次のように読み替えてください。
• J2EE サーバ→ Web コンテナサーバ
• cjsetup コマンド→ cjwebsetup コマンド
• cjstartsv コマンド→ cjstartweb コマンド
• cjstopsv コマンド→ cjstopweb コマンド
• cjdumpsv コマンド→ cjdumpweb コマンド
また，インストール後のディレクトリ構成については，「2.6.1

Application Server の

ディレクトリ構成」を参照してください。
ここでは，J2EE サーバモードの場合と異なる内容について説明します。
Web コンテナサーバの場合の，インストール方法ごとのユーザ環境の扱いを次の表に示
します。
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表 H-1 インストール方法ごとのユーザ環境の扱い（Web コンテナサーバの場合）
Web コンテナサーバの
ユーザ定義

Web アプリケーション
配置ディレクトリ

新規インストール

インストーラが，デ
フォルトの Web コンテ
ナサーバをセットアッ
プし，ユーザ定義を作
成します。

インストーラが，デ
フォルトの Web コンテ
ナサーバをセットアッ
プし，Web アプリケー
ション配置ディレクト
リを作成します。

インストーラが，デ
フォルトの定義を作成
します。

上書きインストール

引き継ぎます。

引き継ぎます。

引き継ぎます。

アップグレードイン
トール

引き継ぎます。

引き継ぎます。

引き継ぎます。

インストール方法

リダイレクタのユーザ
定義

（a） インストールとアンインストール
Cosminexus Component Container を上書きインストールをすると，前の設定が自動的
に引き継がれます。なお，デフォルトの Web コンテナサーバ（ホスト名称のサーバ）の
ディレクトリ（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥<
ホスト名称 >，または /opt/Cosminexus/CC/web/containers/< ホスト名称 >）がない場合
には，サーバが自動的にセットアップされます。
（b） 環境変数の設定
サーブレットエンジンモードの場合，環境変数の設定は，J2EE サーバモードで，CTM
およびトランザクションサービスの両方を使用しないときの設定と同じです。詳細につ
いては，「2.3.1 環境変数の設定の要否」を参照してください。
（c） 見積もりと設定
Web コンテナサーバで使用するリソースの見積もり方法を次に示します。
● スレッド数
最大スレッド数 = （8 ＋ A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F）/ 0.8
（凡例）
• A：Web サーバの同時接続クライアント数（ただし，Web サーバの同時接続クライ
アント数が Web コンテナの最大同時実行スレッド数（usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.max_threads キーに指定した値）以下の場合は，Web
コンテナの最大同時実行スレッド数を指定する）
• B：簡易 Web サーバを有効にしている場合は 1，無効にしている場合は 0
• C：簡易 Web サーバへの同時接続クライアント数（ただし，簡易 Web サーバへの
同時接続クライアント数が 5 以下の場合は 5，100 以上の場合は 100 を指定する）
• D：デプロイ済みの Web アプリケーションの数
• E：Web アプリケーションのリロード機能を使用する Web アプリケーション数（た
だし，usrconf.properties の webserver.context.reloadable キーに true を指定して
いる場合は，Web アプリケーションのリロード機能を使用する Web アプリケー
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ション数を指定する）
• F：JSP ファイルの再コンパイル機能を使用する Web アプリケーション数（ただ
し，usrconf.properties の webserver.jsp.recompilable キーに true を指定している
場合は，JSP ファイルの再コンパイル機能を使用する Web アプリケーション数を指
定する）
● ファイルディスクリプタ数
最大ファイルディスクリプタ数 = （19 ＋ A ＋ B ＋ C ＋ D × 2）/ 0.8
（凡例）
• A：Web サーバの同時接続クライアント数（ただし，Web サーバの同時接続クライ
アント数が Web コンテナの最大同時実行スレッド数（usrconf.properties の
webserver.connector.ajp13.max_threads キーに指定した値）より大きい場合は，
Web サーバの同時接続クライアント数 +1 を指定する）
• B：Web コンテナの最大同時実行スレッド数
• C：簡易 Web サーバを有効にしている場合は 1，無効にしている場合は 0
• D：簡易 Web サーバへの同時接続クライアント数
（d） 作業ディレクトリ
Web コンテナサーバの作業ディレクトリについては，
「付録 H.7

Web コンテナサーバ

の作業ディレクトリ」を参照してください。

（2） システム構築の流れ
サーブレットエンジンモードでのシステム構築の流れを次の図に示します。
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図 H-1 システム構築の流れ（サーブレットエンジンモードの場合）

図中の 1. 〜 8. について説明します。
1. サーバをセットアップします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，セットアップ不要です。インストール時
にセットアップ済みの Web コンテナサーバとは別のサーバ名称を使用したい場合，
Web コンテナサーバをセットアップしてください。
2. Web サーバの設定をします。
使用する Web サーバとして，Hitachi Web Server，または Microsoft IIS（Windows
の場合）の設定をします。
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3. サーバをカスタマイズします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，カスタマイズ不要です。Web コンテナ
サーバが使用するネーミングサービス，JavaVM の起動オプションなどを変更したい
場合や，コンテナ拡張ライブラリ，コネクションプーリングなど特定の機能を使用し
たい場合には，Cosminexus が提供するユーザ定義ファイルやコマンドを使用して，
Web コンテナサーバの動作を設定，カスタマイズします。
4. トラブルシューティングの資料取得の設定をします。
デフォルトの設定のままで利用する場合は，設定不要です。ただし，OS の統計情報，
ユーザダンプ（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合）
，JavaVM の
ガーベージコレクションのログは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得
できません。これらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得するこ
とをお勧めします。
これらの資料を取得する場合や，ほかの資料の取得設定を変更したい場合に，トラブ
ルシューティングの資料取得の設定をしてください。
5. Web サーバとの連携の設定をします。
Web サーバと連携しない場合は，設定不要です。リダイレクタを利用したリクエスト
の振り分け，通信タイムアウト，エラーページのカスタマイズなど，Web サーバと連
携するための設定をします。
6. 統合ユーザ管理機能の設定をします。
統合ユーザ管理機能を使用しない場合は，設定不要です。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設定をします。ユーザ認証情報を格納する
LDAP ディレクトリサーバや，統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルを設
定します。
7. Web アプリケーションの設定をします。
WAR ファイルを Web コンテナサーバにデプロイします。
8. システムを起動して，システムの動作を確認します。

参考
運用支援機能を持つプログラムを利用することで，システムで運用操作の一括実行や自動実
行などの運用方法を実現することもできます。この場合には，図 H-1 の環境構築に加えて，
運用支援機能を持つプログラムの設定が必要になります。運用支援機能を持つほかのプログ
ラムを使用する場合には，使用しているプログラムのマニュアルなどを参照して，環境を構
築してください。

（3） システム構築で使用するファイル
ここでは，システムの構築で使用するファイルのうち，主なファイルについて説明しま
す。ここで説明していないファイルについては，システム構築の手順の中で適宜説明し
ます。
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注意事項
ファイルを変更する場合は，Web コンテナサーバを停止してください。Web コンテナサー
バの稼働中にファイルの内容を変更した場合の動作は保証されません。

● usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
Web コンテナサーバのユーザプロパティを定義するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/usrconf.properties
● usrconf.cfg（オプション定義ファイル）
Web コンテナサーバの JavaVM の起動オプションを定義するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥usrconf.cfg
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/usrconf.cfg
● web.policy（セキュリティポリシーファイル）
Web コンテナサーバのセキュリティポリシーを定義するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web.policy
● hitachi_web.properties（Web アプリケーションプロパティファイル）
Web アプリケーションごとのプロパティを Web コンテナサーバのプロパティに指定
するファイルです。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >¥hitachi_web.properties
• UNIX の場合
<Web アプリケーションの WEB-INF ディレクトリ >/hitachi_web.properties
hitachi_web.properties を変更した場合，WAR ファイルを作成，インポートし直して
ください。
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● web-users.xml（ユーザ認証情報定義ファイル）
ユーザ名，パスワード，所属するロールなどのユーザ認証情報を定義するファイルで
す。
ファイルの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web-users.xml
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web-users.xml

付録 H.2

Web コンテナサーバのセットアップ

Web コンテナサーバは，製品のインストール時にセットアップ済みです。デフォルトの
設定では，Web コンテナサーバ名はホスト名です。デフォルトの設定を変更したい場合
には，Web コンテナサーバをセットアップしてください。また，同じホスト内で複数の
Web コンテナサーバを起動する場合には，それぞれの Web コンテナサーバに別のサーバ
名を割り当てる必要があるため，Web コンテナサーバをセットアップしてください。
Web コンテナサーバはサーバ名称によって識別されます。各コマンドの引数にサーバ名
称を指定することで，複数の Web コンテナを開始したり，管理したりできます。また，
Web コンテナサーバのサーバ名称は，J2EE サーバの名称とは独立して管理されます。
Web コンテナサーバでは，次に示すファイル，ディレクトリがサーバ名称ごとに独立に
管理されます。
• ユーザ定義ファイル
• Web アプリケーション配置ディレクトリ
• ログファイル格納ディレクトリ
• 一時ファイル格納ディレクトリ
インストール時には，インストールされたマシンのホスト名がデフォルトのサーバ名称
として設定されます。新たにサーバ名称を設定するには，cjwebsetup コマンドを実行し
ます。なお，UNIX の場合，コマンドの実行には，root 権限（Component Container 管
理者を設定していない場合），または Component Container 管理者の権限（Component
Container 管理者を設定している場合）が必要です。
• Windows の場合
"<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥web¥bin¥cjwebsetup サーバ名称"

• UNIX の場合
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/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjwebsetup サーバ名称

なお，同一マシン内では，同じサーバ名称で cjwebsetup コマンドを複数回実行してはい
けません。実行した場合エラーになります。Web コンテナサーバを再セットアップする
場合，cjwebsetup -d < サーバ名称 > でサーバの環境をいったん削除してから再度セット
アップコマンドを実行してください。cjwebsetup 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。

同一マシンで複数の Web コンテナを同時に起動する場合，使用するポート番号が重なら
ないように，usrconf.properties のユーザ定義を正しく設定する必要があります。また，
webserver.connector.ajp13.port キーで設定されているポート番号に対し，同時に起動す
る Web コンテナ間で異なる値を使用するように設定してください。
webserver.connector.http.port キーについても，同様に異なるポート番号を設定するか，
または webserver.connector.http.enabled キーに false を設定することで，ポート番号を
使用しないようにする必要があります。さらに，webserver.shutdown.port キーについ
ても，ポート番号が重ならないように注意する必要があります。

付録 H.3

Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズ

ここでは，Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズについて説明します。
デフォルトで設定されている Web コンテナサーバの動作設定を変更したい場合には，
ユーザ定義ファイルを編集して，Web コンテナサーバの動作をカスタマイズする必要が
あります。例えば，Web コンテナサーバが使用するコンテナ，ログなどの設定を変更し
たい場合には，usrconf.properties を編集してください。また，Web コンテナサーバの
JavaVM の起動オプションなどを変更したい場合には，usrconf.cfg を編集してくださ
い。

（1） Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズの方法
Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイズでは，ユーザ定義ファイルを編集して，
サーバ名で識別される Web コンテナサーバ単位に，Web コンテナサーバの動作をカスタ
マイズします。
（a） カスタマイズの前提
カスタマイズ対象の Web コンテナサーバのセットアップが完了していることが前提にな
ります。また，UNIX の場合，カスタマイズには root 権限（Component Container 管理
者を設定していない場合）
，または Component Container 管理者の権限（Component
Container 管理者を設定している場合）が必要です。
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（b） カスタマイズ対象のユーザ定義ファイル
次の五つのユーザ定義ファイルをテキストエディタなどで編集して，Web コンテナサー
バの動作をカスタマイズします。これらのユーザ定義ファイルの詳細については，マ
ニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
• usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
• usrconf.cfg（オプション定義ファイル）
• web.policy（セキュリティポリシーファイル）
• hitachi_web.properties（Web アプリケーションプロパティファイル）
• web-users.xml（ユーザ認証情報定義ファイル）
（c） Web コンテナサーバのカスタマイズで設定できる主な項目
Web コンテナサーバのカスタマイズでユーザ定義ファイルを編集して設定できる項目の
うち，主な項目とその項目を設定するユーザ定義ファイルおよびキーを次の表に示しま
す。キーの詳細，およびここで説明していないキーについては，マニュアル
「Cosminexus リファレンス 定義編」を参照してください。
表 H-2 ユーザ定義ファイルのカスタマイズで設定できる主な項目（サーブレットエン
ジンモードの場合）
分類
ネー
ミン
グ
サー
ビス

コン
テナ
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項目

設定ファイル

設定内容

ネーミングの
キャッシング

usrconf.properties

次のキーを指定します。
• ejbserver.jndi.cache キーに，ネーミングでの
キャッシングを有効にするかどうかを指定しま
す。
• ejbserver.jndi.cache.interval キーに，キャッ
シュクリアの間隔を設定します。
• ejbserver.jndi.cache.interval.clear.option キー
に，キャッシュクリアの範囲を指定します。

ネーミングサービ
スの通信タイムア
ウト

usrconf.properties

ejbserver.jndi.request.timeout キーに，ネーミン
グサービスとの通信タイムアウト時間を指定しま
す。

コンテナ拡張ライ
ブラリ

usrconf.cfg

usrconf.cfg で，コンテナ拡張ライブラリ用の JAR
ファイルのパスを Web コンテナサーバのシステム
クラスパスに追加します。詳細については，「(2)
コンテナ拡張ライブラリの設定」を参照してく
ださい。

RMI-IIOP 通信の
タイムアウト

usrconf.properties

ejbserver.rmi.request.timeout キーに，RMI-IIOP
通信のクライアントとサーバ間の通信タイムアウ
ト時間を指定します。

Web コンテナ単位
での同時実行ス
レッド数の制御

usrconf.properties

webserver.connector.ajp13.max_threads キーに，
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数を指定
します。
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項目

設定ファイル

設定内容

Web コンテナの通
信タイムアウト

usrconf.properties

webserver.connector.ajp13.receive_timeout キー
に，Web サーバからのリクエスト待ち時間（秒）
を設定します。詳細については，
「18.3.1 リクエ
スト送受信時の通信タイムアウトの設定」を参照
してください。

JSP ファイルのコ
ンパイル結果の保
持

usrconf.properties

次のキーを指定します。
• webserver.work.clean キーに，コンパイル結果
を保持するかどうかを指定します。
• webserver.work.directory キーに，コンパイル
結果の出力先を指定します。
設定方法については，
「(3) JSP ファイルのコン
パイル結果の保持の設定」を参照してください。

Web
サー
バ

静的コンテンツの
キャッシュ

−

サーブレットエンジンモードの場合は，Web アプ
リケーションの DD（web.xml）を直接編集して静
的コンテンツのキャッシュの設定をします。DD
（web.xml）を直接編集して，Web コンテナ単位で
静的コンテンツのキャッシュ機能を使用するかど
うか，キャッシュを許可する静的コンテンツのメ
モリサイズ，およびファイルサイズの上限値を指
定します。静的コンテンツのキャッシュ機能を使
用する場合の DD の定義については，マニュアル
「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」の
web.xml 編集時の注意事項に関する説明を参照し
てください。

アプリケーション
の更新検知とリ
ロード

usrconf.properties
hitachi_web.prope
rties

Web アプリケーションが更新された場合に検知す
る機能，および JSP ファイルが更新された場合に
リロードする設定を，usrconf.properties または
hitachi_web.properties に指定します。設定方法
については，
「(4) アプリケーションの更新検知
とリロードの設定」を参照してください。

リモートインタ
フェースでの通信
障害発生時の EJB
クライアントの動
作

usrconf.properties

Web コンテナサーバが EJB クライアントの場合
に，ejbserver.container.rebindpolicy キーに障害
発生時の動作を指定します。

Web コンテナコネ
クションプーリン
グ機能

プール管理情報設
定ファイル

Web アプリケーションからデータベースへ接続す
る場合，Web コンテナコネクションプーリング機
能を利用してデータベースへの接続をプールでき
ます。設定方法については，
「(5) コネクション
プーリングの設定」を参照してください。

通信路の暗号化レ
ベルの要請

usrconf.properties

webserver.connector.redirect_https.port キーに，
転送先の https のポート番号を指定します。
また，通信路の暗号化レベルを要請するには，さ
らに，通信路の暗号化レベルの要請を DD
（WEB-INF/web.xml）内に指定する必要がありま
す。
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項目

設定ファイル

設定内容

簡易 Web サーバ
機能を使用するか
どうかの設定

usrconf.properties

webserver.connector.http.enabled キーに，簡易
Web サーバ機能を使用するかどうかを指定しま
す。デフォルトでは使用しない設定になっていま
す。

簡易 Web サーバ
へのアクセス許可

usrconf.properties

webserver.connector.http.permitted.hosts キー
に，簡易 Web サーバへのアクセスを許可するホス
トの IP アドレスまたはホスト名を指定します。
デフォルトでは次のように設定されています。
ポート番号
8080
同一ホスト内で複数の Web コンテナを開始す
る場合，各 Web コンテナで使用するポート番
号が重複しないように，次に示すユーザ定義
用カスタマイズキーで設定してください。
ドキュメントルート
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥public
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/server/public

ログの出力先や出
力レベルの変更

usrconf.cfg，
usrconf.properties

usrconf.cfg の web.server.log.directory キーに，
ログの出力先を指定します。また，
usrconf.properties の ejbserver.logger から始まる
キーに，ログサイズとログレベルを指定します。
詳細については，
「付録 H.4(2) Web コンテナ
サーバのログ取得の設定」を参照してください。

Web アプリケー
ションのユーザロ
グ出力

usrconf.properties
，
web.policy

ejbserver.application から始まるキーに，ログの
出力先，ログレベル，ログ面数，使用するフィル
タ，フォーマッタなどを指定します。また，
web.policy ファイルにセキュリティポリシーを指
定します。詳細については，「付録 H.4(10) Web
アプリケーションのユーザログ出力の設定」を参
照してください。

ユーザスレッド生
成のための権限

web.policy

cjstartweb コマンドに -security オプションを指定
し，Web コンテナサーバの実行時保護機能を有効
にした場合，ユーザがプログラムの中で明示して
生成するスレッド（ユーザスレッド）を生成する
ためには，対象となるサーブレットや JSP にス
レッドの生成権限を与える必要があります。
詳細については，
「4.6 ユーザスレッド生成のた
めの権限の設定」を参照してください。ただし，
サーブレットエンジンモードの場合は，
server.policy ファイルではなく web.policy ファイ
ルに設定してください。

（2） コンテナ拡張ライブラリの設定
コンテナ拡張ライブラリは，Enterprise Bean，サーブレット，JSP が利用する共通のラ
イブラリです。コンテナ拡張ライブラリを利用することで，Enterprise Bean，サーブ

910

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

レット，JSP から共通のライブラリを呼び出せるようになります。
ここでは，コンテナ拡張ライブラリを使用するための設定について説明します。機能の
詳細については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」のコンテナ拡張ライブラリの利
用に関する説明を参照してください。なお，コンテナ拡張ライブラリが JNI を利用する
場合は，サーバ起動・停止フック機能を使用します。サーバ起動・停止フック機能の実
装については，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照してください。
コンテナ拡張ライブラリを使用するためには，次の設定が必要です。
1. コンテナ拡張ライブラリ用の JAR ファイルを作成します。
コンテナ拡張ライブラリについては，マニュアル「Cosminexus 機能解説」を参照
してください。
2. Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg の web.add.class.path キーで，手順 1. で作成し
た JAR ファイルのパスを Web コンテナサーバのシステムクラスパスに指定します。
3. コンテナ拡張ライブラリから JNI 機能を使用する場合は，Web コンテナサーバ用の
usrconf.cfg の add.library.path キーで，JNI 用ライブラリの検索パスを指定します。
4. コンテナ拡張ライブラリから JNI 機能を使用する場合は，Web コンテナサーバ用の
usrconf.properties の ejbserver.application.InitTermProcessClasses キーに，サーバ起
動・停止フック機能のクラス名を指定します。
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。
ユーザ定義ファイルの設定例を示します。この例では，コンテナ拡張ライブラリの JAR
ファイルは「extended_container.jar」で，そのコンテナ拡張ライブラリが JNI を使用し
て「extended_container.dll」（UNIX の場合，extended_container）を呼び出します。
Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg の設定例を次に示します。
• Windows の場合
# system classpath
web.add.class.path=c:¥jar¥extended_container.jar
# ADM service
web.adm.service=false
# library path
add.library.path=c:¥lib

• UNIX の場合
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# system classpath
web.add.class.path=/work/classes/extended_container.jar
# library path
add.library.path=/work/lib

（3） JSP ファイルのコンパイル結果の保持の設定
ここでは，JSP コンパイル結果の保持に関する設定について説明します。
（a） JSP コンパイル結果保持の設定方法
JSP のコンパイル結果は，デフォルトでは保持する設定となっています。この設定は，
usrconf.properties の webserver.work.clean キーでの指定で，変更できます。
デフォルトでは，次のように設定されています。
webserver.work.clean=false
webserver.work.clean キーに false が設定されていると，コンパイル結果を保持します。
サーバ終了時に JSP コンパイル結果を削除する場合は，webserver.work.clean キーに
true を設定します。
usrconf.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義編」を

参照してください。
（b） JSP コンパイル結果の出力先の設定
JSP コンパイル結果は，JSP 用テンポラリディレクトリ下に出力されます。JSP 用テン
ポラリディレクトリは，usrconf.properties の webserver.work.directory キーに設定しま
す。デフォルトの出力先を次に示します。
デフォルトの出力先
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称 >¥work
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/work
JSP 用テンポラリディレクトリ下には Web アプリケーション単位でディレクトリが作成
され，該当する Web アプリケーション内の JSP コンパイル結果が出力されます。
Web アプリケーション単位の出力先
JSP 用テンポラリディレクトリ下に作成される Web アプリケーション単位のディレ
クトリは，コンテキストルート名を基に次の規則に従ったディレクトリ名となりま
す。
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• コンテキストルート名にドル記号（$）
，パーセント（%）
，プラス記号（+）が含
まれる場合は，次に示す文字に変換します。なお，サーブレットエンジンモード
の場合は，コンテキストルート名にスラッシュ（/）は使用できません。

変換前の文字

変換後の文字

$

$24

%

$25

+

$2b

例：
サーブレットエンジンモードで，JSP 用テンポラリディレクトリがデフォルト，
コンテキストルート名が「J2EE_AP1%WEB_AP1_war」である場合，該当す
る Web アプリケーションの JSP コンパイル結果の出力先を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サー
バ名称 >¥work¥J2EE_AP1$25WEB_AP1_war
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/work/
J2EE_AP1$25WEB_AP1_war

！

注意事項
JSP 用テンポラリディレクトリの設定を変更する場合
JSP コンパイル結果を保持する設定で Web コンテナを稼働したあと，JSP 用テンポラリ
ディレクトリの設定を変更した場合，変更前の JSP 用テンポラリディレクトリは削除され
ません。このため，手動で削除する必要があります。

（4） アプリケーションの更新検知とリロードの設定
サーブレットエンジンモードでは，Web アプリケーション開発時のテストを支援する機
能として，Web コンテナ上のアプリケーションの更新を検知し，更新したアプリケー
ションをリロードする機能を備えています。
ここでは，アプリケーションの更新を検知し，リロードする機能を使用する場合の設定
について説明します。また，JSP ファイルが更新された場合に，更新後の JSP を再コン
パイルする機能の設定についても説明します。
（a） リロードの動作に関する設定
Web アプリケーションのリロード機能を使用するためには，次に示す設定が必要となり
ます。設定内容と設定ファイルについて説明します。
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● リロード機能を使用するための設定
Web アプリケーションのリロード機能を使用する場合は，usrconf.properties または
hitachi_web.properties に次の指定をします。
webserver.context.reloadable=true
● 更新検知のインターバル
Web アプリケーションの更新を検知する間隔を指定できます。更新検知は，デーモンス
レッドによって実行されます。デフォルトでは 1 秒間隔となっています。
デーモンスレッドの実行間隔を変更する場合，usrconf.properties の
webserver.context.check_interval キーに値（単位：秒）を指定します。

ポイント
更新検知の対象となるファイル数が増えると，更新検知処理のオーバーヘッドが大きくな
り，CPU 使用率が高くなります。このような場合は，更新検知インターバルを変更するこ
とによって，性能への影響が小さくなります。更新検知インターバルの値は大きくすること
をお勧めします。

● リソース更新用インターバル
リソース更新用インターバルとは，Web アプリケーションの更新を検知してから，処理
中のリクエスト数の監視を実施するまでの時間を指します。
リソース更新用インターバルは，usrconf.properties または hitachi_web.properties の
webserver.context.update.interval キーに値（単位：秒）を指定します。
● リロード遅延実行（任意）
リロード遅延実行機能を使用する場合は，ファイル（リソース）の更新を検知してから，
リロードを開始するまでの時間を設定します。
リロード遅延実行は，usrconf.properties または hitachi_web.properties の
webserver.context.reload_delay_timeout キーに値（単位：秒）を指定します。
● リロード時のセッション引き継ぎ（任意）
Web アプリケーションのリロード実行前に生成したセッション情報を，リロード後も継
続して利用するかどうかを設定します。
セッション情報を引き継ぐかどうかの指定は，usrconf.properties または
hitachi_web.properties の webserver.context.reload_enabled キーに指定します。セッ
ション情報を引き継ぐ場合は「true」
，引き継がない場合は「false」を指定します。デ
フォルトは「false」で，セッション情報は引き継ぎません。
なお，セッション情報を引き継ぐ場合，セッション情報は，シリアライズされて，セッ
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ション情報ファイルに出力されます。次に，セッション情報ファイルの出力先と，出力
先ディレクトリの変更方法について説明します。
セッション情報ファイルの出力先
セッション情報ファイルはデフォルトでは次のディレクトリに作成されます。
ディレクトリ
• Windows の場合
<Cosminexus インストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ
名 >¥work¥< コンテキストルート名 >¥cjwebsession.dat
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/work/< コンテキスト
ルート名 >/cjwebsession.dat
なお，出力先ディレクトリは Web コンテナサーバ起動時に作成されます。作成され
たディレクトリは，Web コンテナサーバを終了しても削除されません。ディレクト
リが不要になった場合は，手動で削除してください。
セッション情報ファイルの出力先ディレクトリの変更
セッション情報ファイルの出力先は変更できます。変更するには，
usrconf.properties の webserver.session.work.directory キーに，変更後の出力先
ディレクトリを指定します。
出力先のディレクトリを変更するときの設定例を次に示します。
出力先ディレクトリ変更の設定例
• Windows の場合（C:¥tmp¥session_work に変更する場合）
webserver.session.work.directory=C:/tmp/session_work
• UNIX の場合（/usr/tmp/session_work に変更する場合）
webserver.session.work.directory=/usr/tmp/session_work
なお，この例の場合，コンテキストルートが

examples の Web アプリケーショ

ンのセッション情報ファイルは，次に示すパスに生成されます。
• Windows の場合
C:¥tmp¥session_work¥examples¥cjwebsession.dat
• UNIX の場合
/usr/tmp/session_work/examples/cjwebsession.dat
● 設定ファイル
リロードに関する設定は，usrconf.properties または hitachi_web.properties のどちらか
で設定します。なお，両方のファイルに設定している場合は，hitachi_web.properties の
指定が優先されます。設定項目と，設定できるファイルを次の表に示します。
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表 H-3 リロードに関する設定項目と設定ファイル
設定項目

ファイル名
usrconf.properties

hitachi_web.properties

リロード機能を使用するための設定

○

○

更新検知のインターバル

○

×

リソース更新用インターバル

○

○

リロード遅延実行

○

○

セッション情報の引き継ぎ

○

○

セッション情報ファイルの出力先

○

×

（凡例） ○：設定できる。

×：設定できない。

（b） JSP ファイルの再コンパイルに関する設定
JSP ファイルの再コンパイル機能を使用するためには，次に示す設定が必要となります。
設定内容と設定ファイルについて説明します。
● 再コンパイル機能を使用するための設定
JSP ファイルの再コンパイル機能を使用する場合は，usrconf.properties または
hitachi_web.properties に次の内容を指定します。
webserver.jsp.recompilable=true
なお，usrconf.properties については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
● 更新検知のインターバル
JSP ファイルの更新を検知する間隔を変更する場合は，usrconf.properties の
webserver.jsp.check_interval キーに値（秒単位）を指定します。デフォルトでは 1 秒間
隔となっています。
● JSP ファイル更新用インターバル
JSP ファイル更新用インターバルとは，JSP ファイルの更新を検知してから，JSP ファ
イルをコンパイルするまでの間隔を指します。
JSP ファイル更新用インターバルは，usrconf.properties または hitachi_web.properties
の webserver.jsp.update.interval キーに値（単位：秒）を指定します。
● 設定ファイル
JSP ファイルの再コンパイルに関する設定は，usrconf.properties または
hitachi_web.properties のどちらかで設定します。なお，両方のファイルに設定している
場合は，hitachi_web.properties の指定が優先されます。設定項目と，設定できるファイ

916

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

ルを次の表に示します。
表 H-4 JSP ファイルの再コンパイルに関する設定項目と設定ファイル
設定項目

ファイル名
usrconf.properties

hitachi_web.properties

JSP ファイル再コンパイル機能を使用するた
めの設定

○

○

更新検知のインターバル

○

×

JSP ファイル更新用インターバル

○

○

（凡例） ○：設定できる。

×：設定できない。

（5） コネクションプーリングの設定
サーブレットエンジンモード上で動作する Web アプリケーションからデータベースへ接
続する場合，Web コンテナコネクションプーリング機能を利用してデータベースへの接
続をプールできます。これによって，コネクション生成時のパフォーマンスを向上でき
ます。Web コンテナコネクションプーリング機能を利用するには，管理機能用の Web ア
プリケーションをデプロイし，プール管理情報を登録してください。
Web コンテナコネクションプーリング機能を利用するための手順を次に示します。
1. プール管理情報設定ファイルを作成します。
プール管理情報設定ファイルは，プール管理情報を登録するときに使用するファイル
です。プール管理情報設定ファイルには次の情報を記述します。
• 一意のデータベース ID
プール管理情報の登録で登録した一意のデータベース ID を指定します。
• Cosminexus DABroker Library のクラスおよびデータベース URL（Cosminexus
DABroker Library を利用する場合）
クラス名には，「Class.forName」に渡すクラス名として
「com.hitachi.software.web.jdbc.WccpDriver」を指定します。また，URL には，
データベース URL として，
「jdbc:hitachi:wccp://DBID=< データベース URL>」を
指定します。
• コネクションの最小値と最大値など
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」を参照してください。
2. 管理機能用の Web アプリケーションをデプロイします。
管理機能用の Web アプリケーションの格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥jdbc¥cjwebconpool.war
• UNIX の場合
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/opt/Cosminexus/CC/web/jdbc/cjwebconpool.war
Web アプリケーションのデプロイについては，
「付録 H.6(1)

Web アプリケーション

のデプロイ」を参照してください。
3. Web コンテナサーバを起動します。
Web コンテナサーバの起動については，マニュアル「Cosminexus システム運用ガ
イド」を参照してください。
4. cjwebeditpool コマンドの引数にプール管理情報設定ファイルを指定して，プール管理
情報を登録します。
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。
5. ユーザ作成の Web アプリケーションをデプロイします。
Web アプリケーションのデプロイについては，
「付録 H.6(1)

Web アプリケーション

のデプロイ」を参照してください。
なお，コネクションの取得処理は，Web アプリケーションで実施します。このため，
ユーザ作成の Web アプリケーションに，コネクションを操作するための記述が必要
になります。Web アプリケーションの記述方法については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」の Web コンテナコネクションプール機能によるデータ

ベース接続に関する説明を参照してください。

付録 H.4

トラブルシューティングの資料取得の設定

ここでは，トラブルシューティングの資料を取得するための設定方法について説明しま
す。

（1） 資料取得の設定の概要
トラブルシューティングに必要な資料のうち，一部の資料は，運用を開始する前に資料
取得のための設定をしておく必要があります。例えば，OS の統計情報，ユーザダンプ
（Windows の場合）または core ダンプ（UNIX の場合），JavaVM のガーベージコレク
ションのログなどは，事前に取得のための設定をしておかないと，取得できません。こ
れらの資料はトラブルシューティングで必要となるため，取得することをお勧めします。
デフォルトの設定で取得できるようになっている資料については，特に設定は不要です
が，ログの出力先やサイズなどを変更したい場合には，ユーザ定義ファイルを編集して，
設定を変更してください。
トラブルシューティングの資料取得のための設定を次の表に示します。
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表 H-5 トラブルシューティングの資料取得のための設定（サーブレットエンジンモー
ドの場合）
資料の種類

性能解析ト
レースファイ
ル

資料取得のための設定

事前に，取得のための設定をしておく必要はありませ
ん。日常的なシステム運用の作業で，cprfed コマンド
を実行するときに取得条件などを指定します。性能解
析トレースファイルの取得については，マニュアル
「Cosminexus システム運用ガイド」を参照してくだ
さい。

設定
の要
否

設定方法の参照先

×

−

Web コンテナ
サーバのログ

Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg と
usrconf.properties で，ログの出力レベル，サイズ，面
数などを設定します。

△

(2)

リダイレクタ
のログ

mod_jk.conf（Hitachi Web Server の場合）または
isapi_redirect.conf（Microsoft IIS の場合）で，ログ
の出力レベル，サイズ，面数などを設定します。

△

(3)

Cosminexus
TPBroker の
トレースファ
イル

Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg と
usrconf.properties で，トレースファイルの出力先や面
数などを設定します。

△

(4)

Cosminexus
DABroker
Library のロ
グ

環境設定ユティリティまたは Cosminexus DABroker
Library 動作環境定義ファイルで，ログファイルサイ
ズなどを設定します。

△

(5)

OS の統計情報

Windows の場合，Windows のシステムモニタでシス
テムリソースのパフォーマンスデータ取得の設定をし
ます。

○

(6)

ユーザダンプ

Windows の場合，ワトソン博士で，ユーザダンプ取得
の設定をします。

○

(7)

core ダンプ

UNIX の場合，usrconf.cfg やシェルコマンドで，core
ファイル取得の設定をします。

○

(8)

JavaVM の資
料

Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg で，JavaVM の
スレッドダンプや日立固有の JavaVM ログ（日立
JavaVM ログファイル）の出力方法や出力内容などの
設定をします。

○

(9)
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資料の種類

Web アプリ
ケーションの
ユーザログ

資料取得のための設定

設定
の要
否

Web コンテナサーバ用の usrconf.properties で，ロ
ガーやハンドラの設定，ログの出力レベル，サイズ，
面数などを設定します。また，web.policy で，セキュ
リティポリシーを設定します。
設定方法は，J2EE アプリケーションの場合と同じで
す。Web アプリケーションのユーザログ出力について
は，
「5.20 アプリケーションのユーザログ出力の設
定」を参照してください。ただし，サーブレットエン
ジンモードの場合は，簡易構築定義ファイルではなく，
Web コンテナサーバ用の usrconf.properties で設定し
ます。設定時には，簡易構築定義ファイルで設定する
パラメタを，Web コンテナサーバ用の
usrconf.properties のキーに読み替えてください。Web
コンテナサーバ用の usrconf.properties については，
マニュアル「Cosminexus リファレンス 定義編」を
参照してください。

○

設定方法の参照先

(10)

（凡例）
○：資料を取得する場合には，設定が必要。
△：デフォルトの設定をカスタマイズする場合だけ，設定が必要。
×：設定は不要。

なお，次のログはログ出力先を変更できません。
● セットアップ時に作成される install.log，移行コマンドなどのログファイル
● 次のディレクトリに出力される Java のスレッドダンプファイル
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥< サーバ名称 >
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/< サーバ名称 >

（2） Web コンテナサーバのログ取得の設定
Web コンテナサーバのログの出力先，ログサイズ，ログレベルの変更について説明しま
す。変更できる項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次の表に示します。
表 H-6 Web コンテナサーバのログ取得の設定項目
項目

対応するユーザ定義ファイルとキー

ログの出力先

usrconf.cfg の web.server.log.directory キー

ログサイズ

usrconf.properties の ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名
>.filenum キー
usrconf.properties の ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名
>.filesize キー
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対応するユーザ定義ファイルとキー
usrconf.properties の ejbserver.logger.enabled.* キー

ログレベル

ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。
（a） ログの出力先の変更
デフォルトのログ出力先を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥logs
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/logs
ログの出力先を変更する場合は，usrconf.cfg の web.server.log.directory キーでログの出
力先ディレクトリを指定します。
設定例
• Windows の場合
web.server.log.directory=C:¥CClogs¥web¥YourServer
• UNIX の場合
web.server.log.directory=/CClogs/web/YourServer
カレントディレクトリ
ログ出力先を相対パスで指定する場合のカレントディレクトリを次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称>
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >
注意事項
• ログの出力先を変更した場合は，Web コンテナサーバを起動する前に，変更後の
ログの出力先ディレクトリを作成しておいてください。変更後のログの出力先
ディレクトリがない場合は，Web コンテナサーバのサーバ起動時に
KDJE40024-E のメッセージが出力されて異常終了します。
• 同じマシン内で複数の Web コンテナサーバを起動させている場合は，ログ出力先
が同じディレクトリにならないように，ディレクトリにサーバ名称を含めるなど，
サーバごとにユニークなディレクトリ名になるようにしてください。なお，キー
の値に同じディレクトリを指定した場合は，動作の保証はしません。
• ログの出力先を変更して作業ディレクトリ以外にログを出力する場合，ログファ
イルはサーバのアンセットアップ時に削除されません。ログファイルを削除した
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い場合には，手動で削除してください。
• ユーザ定義ファイルでログの出力先を設定していても，次の設定が優先されます
ので，注意してください。
usrconf.cfg に，add.jvm.arg=-XX:HitachiJavaLog:<JavaVM の保守情報および
ガーベージコレクションのログ出力先 > キーを指定している場合は，JavaVM の
保守情報およびガーベージコレクションのログ出力先に設定したディレクトリに，
JavaVM の保守情報およびガーベージコレクションのログファイルが出力されま
す。
• ログ出力先には，UNC 名を含むパスは指定できません。
（b） ログサイズの変更
ログサイズを変更する場合は，usrconf.properties で，ログファイルの面数，およびログ
ファイル 1 面当たりの最大サイズを設定します。
ログファイル面数の変更
ログファイルの面数は，usrconf.properties の ejbserver.logger.channels.define.<
チャネル名 >.filenum キーで設定します。
記述例
ejbserver.logger.channels.define.MessageLogFile.filenum=3
ログファイル 1 面当たりの最大サイズの変更
ログファイル 1 面当たりの最大サイズは（単位：バイト），usrconf.properties の
ejbserver.logger.channels.define.< チャネル名 >.filesize キーで設定します。
記述例
ejbserver.logger.channels.define.MessageLogFile.filesize=2097152
（c） ログレベルの変更
ログレベルは，ログの重要度を表します。ログレベルには，「Error」，
「Warning」，
「Information」
，「Debug」の四つがあります。ログレベルを設定すると，設定したレベ
ルのログが出力されます。デフォルトでは，Error レベルのログだけが取得されます。通
常はデフォルトのまま利用してください。
ログレベルは，Web コンテナサーバ用の usrconf.properties の
ejbserver.logger.enabled.* キーで設定します。
ejbserver.logger.enabled.*=< レベル名 >
レベル名には，「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」の文字列を一つ，また
は複数設定します。複数設定する場合には，レベル名の文字列の間をコンマ（,）で区切
ります。
記述例
1. ejbserver.logger.enabled.*=Error
2. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning

922

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

3. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information
4. ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information,Debug
注意事項
• 記述例の 1.，2.，3.，4.，の順に，取得できるログの件数が増加していきます。複
数のログレベルを設定してログを取得すると，性能が劣化し，ログファイルの面
の切り替えが頻繁に起こるようになります。
• レベル名に「Error」，
「Warning」，
「Information」，
「Debug」以外の文字列，ま
たは空の値を設定した場合は，KDJE90009-W のメッセージが出力されます
（Error レベルのログは取得されます）。
ログレベルの推奨設定
ログレベルの推奨設定を次に示します。
• 通常運用時
「ejbserver.logger.enabled.*=Error」を指定します。
• 通常運用時（verbose）
通常運用時よりも詳細な情報を取得する場合には，
「ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning」を指定します。
• テスト時
「ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information」を指定します。
• 障害調査時
「ejbserver.logger.enabled.*=Error,Warning,Information,Debug」を指定します。

（3） リダイレクタのログ取得の設定
リダイレクタの出力するログの出力先やログ出力レベルなどの変更について説明します。
なお，ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
定義編」を参照してください。
リダイレクタが出力するログは，メッセージログと保守用トレースログの二つに分けて
出力されます。メッセージログには，障害発生時のログなどのメッセージが出力されま
す。保守用トレースログには，HTTP リクエストを受信し，レスポンスを送信するまで
のトレース情報が出力されます。
保守用トレースログのログサイズは，見積もりの計算式に従い，障害発生時から障害を
検知しログを収集するまで保持されるサイズにカスタマイズすることをお勧めします。
注意事項
• ログファイル初期化処理の開始時および終了時には，メッセージログにそれぞれ
KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されます。Web サーバの起動
時には，ログファイル初期化処理が正常に終了したことを確認するため，メッ
セージログに KDJE41029-I，KDJE41030-I のメッセージが出力されていること
を確認してください。
• UNIX の場合，mod_jk.conf に設定されたファイルサイズ，およびファイル面数の
ログファイルは，Web サーバとの連携の設定後の初回起動時に作成されます。ロ
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グファイルの作成は，ログファイルサイズおよびファイル面数に比例した処理時
間が必要となります。ログファイルサイズを大きく設定した場合，またはファイ
ル面数を増やした場合などは，ログファイルの作成処理に数分掛かる場合があり
ます。
（a） Hitachi Web Server の場合
Hitachi Web Server を使用している場合は，mod_jk.conf でリダイレクタのログ取得の
設定を変更できます。なお，UNIX の場合，設定を変更できるのは，root 権限
（Component Container 管理者を設定していない場合），または Component Container
管理者の権限（Component Container 管理者を設定している場合）を持つユーザです。
● 変更した設定を有効にする方法
変更した設定を有効にする方法について，OS ごとに説明します。
Windows の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にするには，Hitachi Web Server を
再起動してください。
UNIX の場合
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にする方法は，ファイルサイズまた
はファイル面数の変更の有無によって異なります。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合に，変更したリダイレクタ
のログ取得の設定を有効にする方法を次に示します。
1. Hitachi Web Server を停止します。
2. ログファイルおよび管理ファイルを移動または削除します。
メッセージログファイルの場合：メッセージログファイルおよび HNTRLib
が使用する管理ファイル（<JkLogFilePrefix の設定値 >.mm）を移動，また
は削除します。
保守用トレースログファイルの場合：保守用トレースログファイルおよび
HNTRLib が使用する管理ファイル（<JkTrcaeLogFilePrefix の設定値
>.mm）を移動，または削除します。
3. Hitachi Web Server を再起動します。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合
ファイルサイズまたはファイル面数を変更しない場合は，Hitachi Web Server
を再起動してください。
● 変更できる設定項目
変更できる設定項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次の表に示します。
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表 H-7 Hitachi Web Server でのリダイレクタのログ取得の設定項目（サーブレットエン
ジンモードの場合）
mod_jk.conf のキー

項目
メッセージログ，保守用トレースログ
のログ出力レベル

JkLogLevel

メッセージログ出力先

JkLogFileDir

メッセージログファイルサイズ

JkLogFileSize

メッセージログファイル面数

JkLogFileNum

メッセージログファイル名のプリ
フィックス

JkLogFilePrefix

保守用トレースログ出力の有無

JkTraceLog

保守用トレースログ出力先

JkTraceLogFileDir ※

保守用トレースログファイルサイズ

JkTraceLogFileSize

保守用トレースログファイル面数

JkTraceLogFileNum

保守用トレースログファイル名のプリ
フィックス

JkTrcaeLogFilePrefix ※

注※

保守用トレースログの出力先とプリフィックスには，同じ値を指定しないでください。同じ

値を指定した場合は，リダイレクタが動作しません。

メッセージログ，および保守用トレースログのデフォルトの出力先
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector/logs
ログレベルのレベル名
ログレベルのレベル名には，重要度の高い順に「emerg」※，
「error」
，「info」，
「debug」のどれかを指定できます。
• emerg：通常運用時に指定します。常に出力する必要がある重要度の高いメッ
セージだけが出力されます。※
• error：通常運用時に指定します。
• info：テスト時に指定します。
• debug：障害調査時に指定します。
ログレベルは，単独で指定してください（コンマ区切りで複数のログレベルを指定
しないでください）。あるログレベルを指定すると，指定されたログレベルおよびそ
れよりも重要度の高いログが出力されます。
注※

Windows の場合に指定できます。

ログサイズの見積もりの計算式
GET リクエスト，POST リクエストの 1HTTP アクセス当たりのログサイズは，次
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の計算式で見積もってください。
• GET による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 1.75 +（平均レスポンスボディサイズ / 16）* 0.25
• POST による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.00 +（平均 POST データサイズ / 16）* 0.5 +（平均レスポンスボディサイズ /
16）* 0.25
なお，単位はすべてキロバイト，除算結果の小数点以下の値はすべて切り捨てです。
また，計算式ではリクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズは，それぞれ 100
バイトとしています。リクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズが 100 バイ
トを超えた場合は，計算式の最初の値に，超える分のサイズを加えて計算してくだ
さい。
（b） Microsoft IIS の場合
Microsoft IIS を使用している場合は，isapi_redirect.conf でリダイレクタのログ取得の
設定を変更できます。
注意事項
isapi_redirect.conf に設定されたファイルサイズ，およびファイル面数のログファイ
ルは，Web サーバとの連携の設定後の初回リクエスト時に作成されます。ログファ
イルの作成は，ログファイルサイズおよびファイル面数に比例した処理時間が必要
となります。ログファイルサイズを大きく設定した場合，またはファイル面数を増
やした場合などは，ログファイルの作成処理に数分掛かる場合があります。
Web サーバとの連携の設定後およびログファイルの設定変更後の初回リクエストは，
運用を開始する前に実施しておくことをお勧めします。
● 変更した設定を有効にする方法
変更したリダイレクタのログ取得の設定を有効にする方法は，Microsoft IIS のバージョ
ンによって異なります。
ファイルサイズまたはファイル面数を変更する場合に，変更したリダイレクタのログ取
得の設定を有効にするための手順を次に示します。
1. Microsoft IIS を停止します。
2. ログファイルおよび管理ファイルを移動または削除します。
メッセージログファイルの場合：メッセージログファイルおよび HNTRLib が使用す
る管理ファイル（<log_file_prefix の設定値 >.mm）を移動，または削除します。
保守用トレースログファイルの場合：保守用トレースログファイルおよび HNTRLib
が使用する管理ファイル（< trace_log_file_prefix の設定値 >.mm）を移動，または削
除します。
3. Microsoft IIS を起動します。
ファイルサイズおよびファイル面数を変更しない場合に，変更したリダイレクタのロ
グ取得の設定を有効にするための手順を次に示します。

926

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

4. Microsoft IIS を再起動するか，またはワーカプロセスのリサイクルを行います。
Microsoft IIS の「インフォメーション サービス マネージャ」を使用して，ワーカプ
ロセスのリサイクルができます。
● 変更できる設定項目
変更できる設定項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次の表に示します。
なお，Microsoft IIS のバージョンによっては，キーに指定する値が異なります。
isapi_redirect.conf については，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

定義編」を

参照してください。
表 H-8 Microsoft IIS でのリダイレクタのログ取得の設定項目（サーブレットエンジン
モードの場合）
isapi_redirect.conf のキー

項目
メッセージログ，保守用トレースログ
のログ出力レベル

log_level

メッセージログ出力先

log_file_dir

メッセージログファイルサイズ

log_file_size

メッセージログファイル面数

log_file_num

メッセージログファイル名のプリ
フィックス

log_file_prefix

保守用トレースログ出力の有無

trace_log

保守用トレースログ出力先

trace_log_file_dir ※

保守用トレースログファイルサイズ

trace_log_file_size

保守用トレースログファイル面数

trace_log_file_num

保守用トレースログファイル名のプリ
フィックス

trace_log_file_prefix ※

注※

保守用トレースログの出力先とプリフィックスには，同じ値を指定しないでください。同じ

値を指定した場合は，リダイレクタが動作しません。

メッセージログ，および保守用トレースログのデフォルトの出力先
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥redirector¥logs
ログレベルのレベル名
ログレベルのレベル名には，重要度の高い順に「emerg」，
「error」
，「info」，
「debug」のどれかを指定できます。
• emerg：通常運用時に指定します。常に出力する必要がある重要度の高いメッ
セージだけが出力されます。
• error：通常運用時に指定します。
• info：テスト時に指定します。
• debug：障害調査時に指定します。
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ログレベルは，単独で指定してください（コンマ区切りで複数のログレベルを指定
しないでください）
。あるログレベルを指定すると，指定されたログレベルおよびそ
れよりも重要度の高いログが出力されます。
ログサイズの見積もりの計算式
GET リクエスト，POST リクエストの 1HTTP アクセス当たりのログサイズは，次
の計算式で見積もってください。
• GET による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.25 + ( 平均レスポンスボディサイズ / 16) * 0.25
• POST による 1HTTP アクセス当たりのログサイズ
= 2.50 + ( 平均 POST データサイズ / 16) * 0.5 + ( 平均レスポンスボディサイズ /
16) * 0.25
なお，単位はすべてキロバイト，除算結果の小数点以下の値はすべて切り捨てです。
また，計算式ではリクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズは，それぞれ 100
バイトとしています。リクエスト URL とクエリー文字列の平均サイズが 100 バイ
トを超えた場合は，計算式の最初の値に，超える分のサイズを加えて計算してくだ
さい。

（4） Cosminexus TPBroker のログ取得の設定
Cosminexus TPBroker のトレースファイルの出力先，ファイル数，エントリ数の変更に
ついて説明します。
Cosminexus TPBroker のトレースファイルのデフォルトの出力先は次のとおりです。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥logs¥TPB¥logj
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/logs/TPB/logj
変更できる項目と，項目に対応するユーザ定義ファイルとキーを次に示します。
項目

対応するユーザ定義ファイルとキー

トレースファイルの出力
先

usrconf.cfg の web.server.log.directory キー
または
usrconf.properties の vbroker.orb.htc.tracePath キー

トレースファイルのファ
イル数

usrconf.properties の vbroker.orb.htc.comt.fileCount キー

トレースファイルのエン
トリ数

usrconf.properties の vbroker.orb.htc.comt.entryCount キー

ファイルおよびキーの詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス
編」を参照してください。
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注意事項
• トレースファイルの出力先を変更する場合は，変更後のトレースファイル出力先
ディレクトリのサブディレクトリとして comtrc と mdltrc をあらかじめ作成して
おく必要があります。出力先を変更すると，変更後のログ出力先ディレクトリ下
の comtrc と mdltrc にトレースファイルが出力されます。
• usrconf.cfg の web.server.log.directory キーと，usrconf.properties の
vbroker.orb.htc.tracePath キーをどちらも設定した場合は，usrconf.properties の
vbroker.orb.htc.tracePath キーの設定が優先されます。

（5） Cosminexus DABroker Library のログ取得の設定
環境設定ユティリティまたは Cosminexus DABroker Library 動作環境定義ファイルで，
ログファイルサイズなどを設定します。環境設定ユティリティまたは Cosminexus
DABroker Library 動作環境定義ファイルの設定については，マニュアル「Cosminexus
簡易構築・運用ガイド」を参照してください。

（6） OS の統計情報取得の設定
Windows のシステムモニタを使用して，システムリソースのパフォーマンスデータを取
得できます。システムリソースのパフォーマンスデータを取得するための設定方法は，
運用管理ポータルでシステムを構築する場合の設定方法と同じです。詳細については，
マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイド」および「5.16 OS の統計情報取得の
設定」を参照してください。

（7） ユーザダンプ取得の設定
ユーザダンプを取得するためには，ワトソン博士を使用できるように設定しておいてく
ださい。ユーザダンプを取得するための設定方法は，運用管理ポータルでシステムを構
築する場合の設定方法と同じです。詳細については，マニュアル「Cosminexus 運用管
理操作ガイド」および「5.17

ユーザダンプ取得の設定」を参照してください。

（8） core ダンプ取得の設定
core ダンプを取得するための設定方法は，運用管理ポータルでシステムを構築する場合
の設定方法と同じです。詳細については，マニュアル「Cosminexus 運用管理操作ガイ
ド」および「5.18 core ダンプ取得の設定」を参照してください。ただし，サーブレッ
トエンジンモードの場合は，簡易構築定義ファイルではなく，Web コンテナサーバ用の
usrconf.cfg で設定します。設定時には，簡易構築定義ファイルで設定するパラメタを，
Web コンテナサーバ用の usrconf.cfg のキーに読み替えてください。Web コンテナサー
バ用の usrconf.cfg 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。

（9） JavaVM の資料取得の設定
ここでは，次に示す JavaVM の資料を取得するための設定について説明します。
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• JavaVM のスレッドダンプ
• 日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）
（a） JavaVM のスレッドダンプ取得の設定
JavaVM のスレッドダンプを取得するための設定について説明します。
JavaVM のスレッドダンプに出力される内容は，usrconf.cfg（Web コンテナサーバ用オ
プション定義ファイル）の add.jvm.arg キーに指定している JavaVM の起動オプション
によって異なります。
JavaVM のスレッドダンプを出力する場合に指定するオプションを次の表に示します。
表 H-9 JavaVM のスレッドダンプを取得するために指定するオプション（サーブレット
エンジンモードの場合）
オプション

説明

-XX:+HitachiThreadDump

拡張スレッドダンプを出力します。デフォルトの状態では，
出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpToStdout

拡張スレッドダンプを標準出力に出力します。デフォルトの
状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithHashC
ode

スレッド情報にスレッドのハッシュコードを出力します。デ
フォルトの状態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithCpuTi
me

スレッド情報にスレッドを開始してからのユーザ CPU 時間，
およびカーネル CPU 時間を出力します。デフォルトの状態
では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiThreadDumpWithBlockC
ount

スレッド情報にスレッドが処理をブロックした回数，および
処理が待ち状態になった回数を出力します。デフォルトの状
態では，出力するように設定されています。

-XX:+HitachiOutOfMemoryAbort
-XX:+HitachiOutOfMemoryAbortThre
adDump

どちらも設定されている場合は，OutOfMemoryError によっ
て強制終了した時に，スレッドダンプを出力します。ただし，
J2SE クラスライブラリで C ヒープ不足が発生した場合，お
よび JavaVM の処理中に C ヒープ不足が発生した場合は，
スレッドダンプを出力しません。

（b） 日立固有の JavaVM ログ取得の設定
日立固有の JavaVM ログを取得するための設定について説明します。
日立固有の JavaVM ログとは，日立が標準の JavaVM に追加した拡張オプションを使用
して取得できるログです。標準の JavaVM よりも，多くのトラブルシュート情報が取得
できます。このログファイルを，日立 JavaVM ログファイルといいます。
日立 JavaVM ログファイルを取得するためには，usrconf.cfg（Web コンテナサーバ用オ
プション定義ファイル）の add.jvm.arg キーに JavaVM の起動オプションを指定しま
す。
日立 JavaVM ログファイルを取得するために指定するオプションを次の表に示します。
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表 H-10 日立固有の JavaVM ログ（日立 JavaVM ログファイル）を取得するために指定
するオプション（サーブレットエンジンモードの場合）
オプション

説明

-XX:+HitachiOutOfMemoryStackTr
ace
-XX:+HitachiVerboseGC
-XX:+HitachiJavaClassLibTrace

三つのオプションのうちどれかを指定している場合に，日立
JavaVM ログファイルを出力します。
• -XX:+HitachiOutOfMemoryStackTrace を指定している場合
は，例外情報とスタックトレースを日立 JavaVM ログファイ
ルに出力します。なお，このオプションを指定すると，
-XX:+HitachiOutOfMemorySize および
-XX:+HitachiOutOfMemoryCause も同時に指定されます。
• -XX:+HitachiVerboseGC を指定している場合は，ガーベージ
コレクションが発生したときに，拡張 verbosegc 情報を日立
JavaVM ログファイルに出力します。
• -XX:+HitachiJavaClassLibTrace を指定している場合は，ク
ラスライブラリのスタックトレースを日立 JavaVM ログファ
イルに出力します。

必要に応じて，次の拡張オプションを指定して，日立 JavaVM ログファイルの出力方法
や出力内容を設定してください。
• 日立 JavaVM ログファイルのファイルサイズやファイル数
• 拡張 verbosegc 機能オプション
• OutOfMemoryError 発生時の拡張機能オプション
• クラスライブラリトレース機能オプション
• ローカル変数情報出力機能オプション
• スワップ領域の予約オプション

など

JavaVM の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。
（c） 拡張 verbosegc 機能オプションの設定
ここでは，JavaVM の保守情報（Java ヒープの情報）およびガーベージコレクションの
ログに拡張 verbosegc 情報を出力するための設定について説明します。次の表に示すオ
プションで，拡張 verbosegc 情報の出力を有効にして，拡張 verbosegc 情報の出力形式
を指定してください。
表 H-11

拡張 verbosegc 情報を出力するために指定するオプション（サーブレットエン
ジンモードの場合）
オプション

説明

-XX:+HitachiVerboseGC

拡張 verbosegc 情報を日立 JavaVM ログファイルに出力
します。

-XX:+HitachiVerboseGCPrintDate

拡張 verbosegc 情報の各行に日付を出力します。

931

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

オプション

説明

-XX:+HitachiVerboseGCCpuTime ※

ガーベージコレクションの開始から終了までの間で，ガー
ベージコレクションを実行したスレッドの CPU 利用時間
を出力します。CPU 利用時間は，ユーザモードで費やし
た CPU 時間とカーネルモードで費やした CPU 時間に分
けて出力されます。

-XX:HitachiVerboseGCIntervalTime=< 時
間間隔 ( 秒 )>

拡張 verbosegc 情報の出力間隔を指定します。

-XX:+HitachiVerboseGCPrintCause

拡張 verbosegc 情報に，ガーベージコレクションが発生し
た要因を出力します。

-XX:+HitachiOutputMilliTime

拡張 verbosegc 情報の各行に日時（ミリ秒まで）を出力し
ます。

-XX:+HitachiCommaVerboseGC

拡張 verbosegc 情報を CSV 形式で出力します。

注※
HP-UX の場合，このオプションは使用できません。オプションを指定しても無視されます。

拡張 verbosegc 情報から，そのサーバで必要とする Java ヒープ領域サイズ，Perm 領域
サイズなどを見積もるための情報を取得できます。

（10）Web アプリケーションのユーザログ出力の設定
ここでは，Web アプリケーションが出力するログを，日立トレース共通ライブラリ形式
で出力するための設定方法について説明します。Web アプリケーションのユーザログを
出力しない場合は，この設定は不要です。
Cosminexus では，日立トレース共通ライブラリを使用して，Web アプリケーションが
出力するログを Cosminexus の構成ソフトウェアが出力するログと同じ形式（日立ト
レース共通ライブラリ形式）で出力できます。これによって，システムのログと Web ア
プリケーションのログを同じ形式で扱うことができるようになり，システム全体のログ
運用の信頼性とログ出力の性能を高められます。
Web アプリケーションが出力するログを，日立トレース共通ライブラリ形式で出力する
場合は，Web アプリケーションを開発する際に，ログ出力処理を設定する必要がありま
す。また，usrconf.properties を編集して，ハンドラからのログの出力先，ログレベル，
ログ面数，使用するフィルタ，フォーマッタなどを指定する必要があります。
ユーザログを出力するための設定方法については，「5.20

アプリケーションのユーザロ

グ出力の設定」を参照してください。ただし，次の点に注意してください。ただし，
サーブレットエンジンモードの場合は，簡易構築定義ファイルではなく，Web コンテナ
サーバ用の usrconf.properties で設定します。設定時には，簡易構築定義ファイルで設
定するパラメタを，Web コンテナサーバ用の usrconf.properties のキーに読み替えてく
ださい。Web コンテナサーバ用の usrconf.properties については，マニュアル
「Cosminexus
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● サーブレットエンジンモードの場合は，usrconf.properties の格納場所が異なります。
サーブレットエンジンモードの usrconf.properties の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/usrconf.properties
● サーブレットエンジンモードの場合は，セキュリティポリシーを web.policy に指定し
てください。web.policy の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web.policy

付録 H.5

統合ユーザ管理機能の設定

ここでは，サーブレットエンジンモードの場合の，統合ユーザ管理機能の設定について
説明します。統合ユーザ管理機能を使用しない場合は，この設定は不要です。

（1） 統合ユーザ管理機能の設定手順
統合ユーザ管理機能の設定手順について説明します。
Cosminexus では，Cosminexus で構築したシステムにログインするユーザを統合管理で
きます。統合ユーザ管理では，それぞれの J2EE アプリケーションが管理しているユー
ザの情報が関連づけて管理され，一度のログイン処理でさまざまな J2EE アプリケー
ションにログインできるようになります。統合ユーザ管理機能を使用する場合は，ユー
ザ認証情報を格納する LDAP ディレクトリサーバや，統合ユーザ管理のコンフィグレー
ションファイルを設定する必要があります。
統合ユーザ管理機能を使用するための設定手順は，運用管理ポータルを使用してシステ
ムを構築するときの設定手順とほとんど同じです。運用管理ポータルを使用したシステ
ム構築の場合の統合ユーザ管理機能の設定手順については，マニュアル「Cosminexus
運用管理操作ガイド」を参照してください。

（2） 統合ユーザ管理機能の設定方法
統合ユーザ管理機能の設定方法について説明します。
統合ユーザ管理機能を使用するための設定方法は，運用管理ポータルを使用してシステ
ムを構築するときの設定方法とほとんど同じです。運用管理ポータルを使用したシステ
ム構築の場合の統合ユーザ管理機能の設定方法については，マニュアル「Cosminexus
運用管理操作ガイド」を参照してください。ただし，サーブレットエンジンモードの場
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合では，設定方法が少し異なります。設定方法の差異を次に示します。
（a） サーバ名について
サーブレットエンジンモードの場合は，「J2EE サーバ」を「Web コンテナサーバ」と読
み替えてください。
（b） ユーザ情報の登録について
サーブレットエンジンモードの場合は，統合ユーザ管理 GUI（Management Server の
運用管理ポータルの「リポジトリ管理」）でのユーザ情報の登録はできません。ユーザ情
報は，コマンド，ユーザ認証ライブラリまたはシングルサインオンライブラリの API を
使用して登録してください。
（c） JavaVM のプロパティの設定について
サーブレットエンジンモードの場合は，次の点に注意してください。
● プロパティを設定する usrconf.properties の格納場所が異なります。サーブレットエ
ンジンモードの usrconf.properties の格納場所を次に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥usrconf.properties
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/usrconf.properties
●「server.policy」を「web.policy」と読み替えてください。web.policy の格納場所を次
に示します。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web.policy
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web.policy
● サーブレットエンジンモードの場合は，JavaVM 起動時のプロパティの設定例で，
codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/${ejbserver.serverName}/-" が，codeBase
"file:${webserver.install.root}/containers/${webserver.serverName}/webapps/-" とな
ります。
（d） ファイルのデプロイについて
サーブレットエンジンモードの場合は，デプロイする統合ユーザ管理用の「EAR ファイ
ル（uastartup.ear）
」を「WAR ファイル（uastartup.war）
」と読み替えてください。ま
た，WAR ファイルのデプロイについては，
「付録 H.6(1) Web アプリケーションのデプ
ロイ」を参照してください。uastartup.war は，次に示すディレクトリにインストール
されています。
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• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager¥config
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/config
（e） JSP タグライブラリを使用している場合の設定について
Web コンテナサーバにデプロイ済みの Web アプリケーションで，JSP タグライブラリを
使用している場合には，ファイルのコピーや編集が必要です。
JSP タグライブラリ用の JAR ファイル（uatags.jar）とタグライブラリ記述子ファイル
（uatags.tld）をコピーして，Web アプリケーションの DD（web.xml）を編集してくだ
さい。手順を次に示します。
1. uatags.jar を，< デプロイ先ディレクトリ >¥<Web アプリケーション名
>¥WEB-INF¥lib（Windows の場合），または < デプロイ先ディレクトリ >/<Web アプ
リケーション名 >/WEB-INF/lib（UNIX の場合）にコピーします。
例えば，uCosminexus Portal Framework を使用する場合，<Web アプリケーション
名 > は，Portal です。
2. uatags.tld を，< デプロイ先ディレクトリ >¥<Web アプリケーション名 >¥WEB-INF
（Windows の場合）
，または < デプロイ先ディレクトリ >/<Web アプリケーション名
>/WEB-INF（UNIX の場合）にコピーします。
3. web.xml の適切な位置に次の記述を追加します。
<taglib>
<taglib-uri>http://cosminexus.com/admin/auth/uatags</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/uatags.tld</taglib-location>
</taglib>
web.xml は次の場所に格納されています。
• Windows の場合
< デプロイ先ディレクトリ >¥<Web アプリケーション名 >¥WEB-INF¥web.xml
• UNIX の場合
< デプロイ先ディレクトリ >/<Web アプリケーション名 >/WEB-INF/web.xml
< デプロイ先ディレクトリ > については，
「付録 H.7

Web コンテナサーバの作業

ディレクトリ」を参照してください。

参考
JSP タグライブラリを使用した Web アプリケーションの作成については，マニュアル
「Cosminexus

機能解説」のタグライブラリを使用したユーザ認証の実装に関する説明を参

照してください。なお，JSP タグライブラリを使用する場合は，上記の手順 3. に従って
web.xml を編集してください。

935

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

付録 H.6

Web アプリケーションの設定

サーブレットエンジンモードの環境では，Web アプリケーションを実行する前に，Web
コンテナサーバにデプロイします。Web アプリケーションのデプロイについては，
「(1)
Web アプリケーションのデプロイ」を参照してください。Web アプリケーションのア
ンデプロイについては，「(2)

Web アプリケーションのアンデプロイ」を参照してくだ

さい。また，Web アプリケーションへのサーブレットフィルタの追加については，
「(3)
Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定」を参照してください。
なお，Web アプリケーションは，Developer や IDE などを使用して，あらかじめ作成し
ておいてください。Developer や IDE による Web アプリケーションの作成については，
マニュアル「Cosminexus アプリケーション開発ガイド」を参照してください。

（1） Web アプリケーションのデプロイ
Web アプリケーションのデプロイ方法は，次の 2 種類あります。
• WAR ファイルのコピーによるデプロイ
• ディレクトリのコピーによるデプロイ
それぞれのデプロイ方法について説明します。また，ルートコンテキストを使用し，ド
メイン名を指定して Web アプリケーションのトップページを表示させる方法についても
説明します。
（a） WAR ファイルのコピーによるデプロイ
WAR ファイルのコピーによるデプロイの手順を次に示します。
1. WAR ファイルを次に示す場所にコピーします。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称 >¥webapps"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/webapps
2. cjstartweb コマンドを実行して，Web コンテナサーバを起動します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstartweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstartweb < サーバ名称 >
これによって，WAR ファイルが自動展開され，Web アプリケーションを利用できる
ようになります。デプロイ後は，手順 1. で示した場所に WAR ファイル名の拡張子
（.war）を除いた名前のディレクトリが作成されます。このディレクトリ名が，コン
テキスト名として使用されます。
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cjstartweb 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。
（b） ディレクトリのコピーによるデプロイ
ディレクトリのコピーによるデプロイの手順を次に示します。
1. 次に示す場所に Web アプリケーションのディレクトリ階層をコピーします。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称 >¥webapps"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/webapps
2. cjstartweb コマンドを実行して，Web コンテナサーバを起動します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstartweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstartweb < サーバ名称 >
これによって，Web アプリケーションを利用できるようになります。コンテキスト名
としては，コピーされたディレクトリ名がそのまま使用されます。
cjstartweb 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。
（c） ドメイン名指定でのトップページの表示
デプロイした Web アプリケーションにアクセスするとき，URL にドメイン名を指定す
るだけで，Web アプリケーションのトップページを表示させるには，次の設定が必要で
す。
● リダイレクタの URL マッピング定義で，ルートコンテキストにリクエストが振り分
けられるように設定する必要があります。リダイレクタでの設定については，「18.5
ドメイン名指定でトップページを表示するための設定」を参照してください。
なお，サーブレットエンジンモードの場合は，Web アプリケーションをデプロイする
ときにルートコンテキストを指定します。
● index.html や index.jsp などの Web アプリケーションのトップページをルートコンテ
キストに配置する必要があります。Web アプリケーションのコンテキストルートを
「ROOT」にしてデプロイしてください。
WAR ファイルのコピーによるデプロイの場合
WAR ファイル名を「ROOT.war」にしてデプロイしてください。
なお，拡張子（.war）を除いた WAR の名前はすべて大文字の「ROOT」にしま
す。
「Root」や「root」のように小文字を含んでいる場合は，拡張子（.war）を除
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いた WAR の名前がコンテキストルートとなります。例えば，WAR ファイル名が
「Root.war」の場合，ルートコンテキストではなく，コンテキストルートが
「Root」のコンテキストになります。
ディレクトリのコピーによるデプロイの場合
ディレクトリ名を「ROOT」にしてデプロイしてください。
なお，ディレクトリ名「ROOT」はすべて大文字にします。「Root」や「root」の
ように小文字を含んでいる場合は，指定したディレクトリの名前がコンテキスト
ルートとなります。例えば，ディレクトリ名が「Root」の場合，ルートコンテキ
ストではなく，コンテキストルートが「Root」のコンテキストになります。

（2） Web アプリケーションのアンデプロイ
Web アプリケーションのアンデプロイ方法は，次の 2 種類あります。
• WAR ファイルの削除によるアンデプロイ
• ディレクトリの削除によるアンデプロイ
それぞれのアンデプロイ方法について説明します。
（a） WAR ファイルの削除によるアンデプロイ
WAR ファイルの削除によるアンデプロイの手順を次に示します。
1. cjstopweb コマンドを実行して，Web コンテナサーバを停止します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstopweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstopweb < サーバ名称 >
2. 該当する WAR ファイル，および次に示す場所に自動展開されたディレクトリを削除
します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称 >¥webapps"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/webapps
3. Web コンテナサーバを再起動します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstartweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstartweb < サーバ名称 >
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これによって，Web アプリケーションのアンデプロイが有効になります。
（b） ディレクトリの削除によるアンデプロイ
ディレクトリの削除によるアンデプロイの手順を次に示します。
1. cjstopweb コマンドを実行して，Web コンテナサーバを停止します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstopweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstopweb < サーバ名称 >
2. 次に示す場所にコピーしたディレクトリを削除します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名
称 >¥webapps"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/webapps
3. Web コンテナサーバを再起動します。
• Windows の場合
"<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥bin¥cjstartweb < サーバ
名称 >"
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/bin/cjstartweb < サーバ名称 >
これによって，Web アプリケーションのアンデプロイが有効になります。

（3） Web アプリケーションに組み込むサーブレットフィルタの設定
Cosminexus では，Cosminexus 独自の機能を使用するためのサーブレットフィルタを提
供しています。Cosminexus が提供するサーブレットフィルタを built-in フィルタといい
ます。
Cosminexus で提供している built-in フィルタのうち，サーブレットエンジンモードで使
用できるフィルタは，HTTP レスポンス圧縮フィルタだけです。
各 built-in フィルタの処理内容，および built-in フィルタの組み込み順序については，
マニュアル「Cosminexus 機能解説」の Cosminexus が提供するサーブレットフィルタ
に関する説明を参照してください。
サーブレットエンジンモードの場合は，Web アプリケーションの DD（web.xml）を直
接編集してフィルタを組み込む必要があります。built-in フィルタの組み込みについて
は，マニュアル「Cosminexus 機能解説」の HTTP レスポンス圧縮フィルタを使用す
るアプリケーションの実装に関する説明を参照してください。
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付録 H.7

Web コンテナサーバの作業ディレクトリ

Web コンテナサーバは作業ディレクトリ中にサーバ名や Web アプリケーションのコンテ
キストルート名，WAR ファイル中のファイルなどを用いてディレクトリやファイルを生
成します。ディレクトリ名やファイル名，パス全体の長さには上限があり，作業ディレ
クトリ全体がパス全体の上限に収まらないと Web コンテナサーバは正常に動作できませ
ん。ここでは，Web コンテナサーバの作業ディレクトリの構成と作業ディレクトリのパ
ス長の見積もり式を説明します。

（1） 作業ディレクトリの構成
Web コンテナサーバの作業ディレクトリは，Web コンテナサーバが動作する上で必要な
作業領域です。この領域には，ユーザ定義ファイル，ログ，Web アプリケーションなど
の情報が格納されます。
Web コンテナサーバには，次の作業ディレクトリがあります。
• Web アプリケーション
• JSP 用一時ディレクトリ
上記の作業ディレクトリの構成についてそれぞれ説明します。
ディレクトリ構成を図で示したあと，各ディレクトリを説明します。なお，図中の番号
と説明の番号は対応しています。
（a） Web アプリケーション
Web アプリケーションのディレクトリ構成を次の図に示します。
図 H-2 Web アプリケーションのディレクトリ構成

1. WAR ファイル名の拡張子（.war）を除いた名前のディレクトリが作成されます。
2. WAR ファイルに含まれているファイルがここに解凍されます。
（b） JSP 用一時ディレクトリ
JSP 用一時ディレクトリのディレクトリ構成を次の図に示します。
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図 H-3 JSP 用一時ディレクトリのディレクトリ構成

1. WAR ファイル名の拡張子（.war）を除いた名前のディレクトリが作成されます。
2. JSP をコンパイルして作成されたクラスファイルが格納されます。JSP のファイル名
に英数字以外の文字が含まれている場合は，それぞれ 6 文字の文字列に置き換えられ
ます。また，ファイル名が数字で始まる場合は 1 文字付加されます。

（2） 作業ディレクトリのパス長の見積もり式
作業ディレクトリのパス長の見積もり式は次のようになります（単位：バイト）
。これら
の式がすべて満たされるように，各種パラメタを調整してください。なお，見積もり式
中の「最大パス長」とは，OS で規定されているパス長の制限のことです。OS のパス長
の制限については，ご使用の OS のドキュメントなどで確認してください。
• A+B+C+D+25 ≦最大パス長
• A'+C+E+2 ≦最大パス長
（凡例）
A：インストールディレクトリのパスの長さ。
A'：JSP 用一時ディレクトリまでのパスの長さ。
B：最も長いサーバ名の長さ。
C：最も長いコンテキストルートの長さ。
D：WAR ファイル内で最も長いパスの長さ。
E：最も長い JSP のファイル名（WAR ファイル内のパスを含む。英数字以外を含む
場合は英数字以外の文字× 6 で換算。JSP ファイルが数字で始まる場合は 1 を加算）
の長さ。

付録 H.8

サーブレットエンジンモードの移行情報

サーブレットエンジンモードの場合の，旧バージョンから Cosminexus 07-60 への移行
方法について説明します。移行の対象となるバージョンを次に示します。
• Cosminexus 07-50
• Cosminexus 07-10
• Cosminexus 07-00
• Cosminexus 06-71
• Cosminexus 06-70
• Cosminexus 06-51
• Cosminexus 06-50
• Cosminexus 06-02（Windows だけのバージョン）
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• Cosminexus 06-00
なお，このマニュアルでは，次に示す構成ソフトウェアの移行を中心に説明します。
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Performance Tracer
旧バージョンからの移行を行う場合，使用している Cosminexus の全構成ソフトウェア
を同時に移行する必要があります。上記で示していないほかの構成ソフトウェア（以降，
他構成ソフトウェアと呼びます）の移行については，各構成ソフトウェアのドキュメン
トを参照してください。

（1） Cosminexus の移行の概要
Cosminexus の移行の概要について説明します。
（a） 移行のためのアップグレードインストール
旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行するためには，アップグレードインストー
ルを行います。アップグレードインストールとは，インストール先のマシンに旧バー
ジョンの Cosminexus がインストール済みの場合のインストールです。
なお，アップグレードインストールの場合は，Cosminexus のインストールディレクト
リを旧バージョンのインストールディレクトリから変更できません。旧バージョンがイ
ンストールされているディレクトリに上書きインストールされます。
（b） 移行時に引き継がれる情報
Cosminexus を旧バージョンから 07-60 に移行する場合，旧バージョンで使用されてい
た，Cosminexus のインストールディレクトリ以下に配置される定義情報，DD 情報，構
成情報などのユーザ資産は，移行コマンドなどで必要に応じて自動変換され，07-60 で引
き続き使用されます（一部，手動での定義修正が必要な場合もあります）。Cosminexus
Component Container で引き継がれる定義情報，DD 情報，構成情報などを次の表に示
します。他構成ソフトウェアについては，それぞれのドキュメントを参照してください。
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表 H-12 Cosminexus Component Container で移行時に引き継がれる情報（サーブレッ
トエンジンモードの場合）
機能
Web コンテナサーバ

Web サーバ連携

統合ユーザ管理

引き継がれる情報

ファイル名称，または配置場所

オプション定義ファイル

usrconf.cfg

ユーザプロパティファイル

usrconf.properties

Web アプリケーションプロパ
ティファイル

hitachi_web.properties

ユーザ認証情報定義ファイル

web-users.xml

Security Manager 定義ファイル

web.policy

作業ディレクトリ
• 定義情報
• アプリケーション
• DD 情報

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥CC¥web¥containers
以下
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/
containers 以下

Hitachi Web サーバ用リダイレク
タ動作定義ファイル

mod_jk.conf

Microsoft IIS 用リダイレクタ動
作定義ファイル（Windows だけ
のファイル）

isapi_redirect.conf

Microsoft IIS 用マッピング定義
ファイル（Windows だけのファ
イル）

uriworkermap.properties

ワーカ定義ファイル

workers.properties

JAAS のコンフィグレーション
ファイル

jaas.conf

統合ユーザ管理のコンフィグ
レーションファイル

ua.conf

カスタムログインモジュール格
納用ディレクトリ

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディ
レクトリ >¥manager¥modules
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager/modules

（2） Cosminexus の移行の手順
次の手順に従って，旧バージョンから Cosminexus 07-60 へ移行してください。
1. 旧バージョンからの仕様変更の確認
2. 移行前の確認
3. 定義などのバックアップ
4. 他構成ソフトウェアの移行準備
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5. 全構成ソフトウェアのアップグレードインストール
6. Web コンテナサーバの移行コマンドの実行
7. 手動による定義などの修正
8. 他構成ソフトウェアの移行実施
9. 移行後の確認
それぞれの手順について説明します。
（a） 旧バージョンからの仕様変更の確認
旧バージョンからの仕様変更を確認します。機能の変更や追加に伴い，旧バージョンで
使用している機能，使用条件，使用方法によっては，次の作業が必要となります。
• 操作手順の変更
• 運用手順の変更
• アプリケーション，および DD の変更
なお，互換性を保つためのオプションが提供されている場合もありますが，推奨のオプ
ションではありません。詳細については，「(3)

旧バージョンからの仕様変更の確認」を

参照してください。
（b） 移行前の確認
移行前に Cosminexus の動作環境，動作状態などを確認します。詳細については，「(4)
移行前の確認」を参照してください。
（c） 定義などのバックアップ
移行前に定義ファイルなどをバックアップします。詳細については，「(5)

定義などの

バックアップ」を参照してください。
（d） 他構成ソフトウェアの移行準備
次に示す構成ソフトウェア以外の，他構成ソフトウェアの移行を準備します。
• Cosminexus Component Container
• Cosminexus Performance Tracer
移行の準備の詳細はそれぞれの他構成ソフトウェアのドキュメントを参照してください。
なお，ここで準備した情報を基に，「(h) 他構成ソフトウェアの移行実施」で他構成ソフ
トウェアを移行してください。
（e） 全構成ソフトウェアのアップグレードインストール
使用している Cosminexus の全構成ソフトウェアをアップグレードインストールします。
（f） Web コンテナサーバの移行コマンドの実行
定義情報，DD 情報などを継続して利用できるようにするため，Web コンテナサーバの
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移行コマンドを実行します。実行する移行コマンドは cjenvupdate コマンドで，J2EE
サーバを移行する場合と同じです。
移行コマンドの実行については，
「付録 A.7

J2EE サーバの移行コマンドの実行」を参

照してください。このとき，J2EE サーバを Web コンテナサーバと読み替えてください。
（g） 手動による定義などの修正
手動で定義などを修正します。機能の変更，追加に伴い，互換性を保つためのオプショ
ンが提供されています。旧バージョンで使用している機能，使用方法，使用条件によっ
ては，次の作業が必要となります。
• ユーザプロパティファイルなどの定義ファイルの変更
• Java のユーザクラスパスの変更
• 環境変数の変更
詳細については，
「(6) 手動による定義などの修正」を参照してください。
（h） 他構成ソフトウェアの移行実施
他構成ソフトウェアを移行します。移行の詳細はそれぞれの他構成ソフトウェアのド
キュメントを参照してください。なお，
「(d) 他構成ソフトウェアの移行準備」で準備し
た情報を基に移行を実施してください。
（i） 移行後の確認
移行後に Cosminexus の動作確認を実施します。

（3） 旧バージョンからの仕様変更の確認
旧バージョンからの仕様変更を次の表に示します。
表 H-13 旧バージョンからの仕様変更（サーブレットエンジンモードの場合）
07-10/
07-50

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

J2SE のバージョン

−

−

○

○

○

(b) TPBroker の運用支援機
能の非サポート

−

−

○

○

○

(c)

−

−

−

−

○

(d) JSP から生成されたサー
ブレット用コンパイラのバー
ジョン

−

−

○

○

○

(e) Web コンテナがサポート
する Servlet 仕様のバージョ
ン

−

−

○

○

○

(f) デフォルトのエラーペー
ジの内容

−

−

−

○

○

分類

全体

Web コンテ
ナサーバ

仕様変更の項目
(a)

JavaVM のタイプ
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07-10/
07-50

07-00

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(g) カスタムタグのスクリプ
ト変数定義の変更

−

−

○

○

○

(h) <jsp:useBean> タグの
class 属性に対するエラー
チェックの変更

−

−

○

○

○

(i) タグの属性値の
Expression チェックの変更

−

−

○

○

○

(j) タグの属性値に指定する
Expression に関する変更

−

−

○

○

○

(k) taglib ディレクティブの
prefix 属性に関する変更

−

−

○

○

○

(l)

−

−

○

○

○

分類

仕様変更の項目

JSP での $ の扱いの変更

（凡例） ○：仕様変更あり。

−：該当しない。

次に仕様変更の項目の詳細について説明します。なお，表の「仕様変更の項目」の項番
は，説明の項番と対応しています。
（a） J2SE のバージョン
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(1)
J2SE のバージョン」を参照してください。
（b） TPBroker の運用支援機能の非サポート
07-00 以降では，07-00 より前まで提供していた TPBroker の運用支援機能は使用できま
せん。システムの各プロセスを一括起動，停止，および監視する場合には，
Management Server を使用してください。Management Server を使用する場合には，
J2EE サーバモードに移行して，Smart Composer 機能や運用管理ポータルでシステムを
構築してください。
（c） JavaVM のタイプ
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(8)
JavaVM のタイプ」を参照してください。なお，サーブレットエンジンモードの場合は，
「J2EE サーバ」を「Web コンテナサーバ」と読み替えてください。
（d） JSP から生成されたサーブレット用コンパイラのバージョン
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(10)
JSP から生成されたサーブレット用コンパイラのバージョン」を参照してください。な
お，サーブレットエンジンモードの場合は，「J2EE サーバ」を「Web コンテナサーバ」
と読み替えてください。

946

付録 H

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

（e） Web コンテナがサポートする Servlet 仕様のバージョン
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(11)
Web コンテナがサポートする Servlet 仕様のバージョン」を参照してください。なお，
サーブレットエンジンモードの場合は，
「J2EE サーバ」を「Web コンテナサーバ」と読
み替えてください。
（f） デフォルトのエラーページの内容
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(12)
デフォルトのエラーページの内容」を参照してください。
（g） カスタムタグのスクリプト変数定義の変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(33)
カスタムタグのスクリプト変数定義の変更」を参照してください。
（h） <jsp:useBean> タグの class 属性に対するエラーチェックの変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(34)
<jsp:useBean> タグの class 属性に対するエラーチェックの変更」を参照してください。
（i） タグの属性値の Expression チェックの変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(35)
タグの属性値の Expression チェックの変更」を参照してください。
（j） タグの属性値に指定する Expression に関する変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(36)
タグの属性値に指定する Expression に関する変更」を参照してください。
（k） taglib ディレクティブの prefix 属性に関する変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(37)
taglib ディレクティブの prefix 属性に関する変更」を参照してください。
（l） JSP での $ の扱いの変更
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.3(38)
JSP での $ の扱いの変更」を参照してください。

（4） 移行前の確認
移行前に，Cosminexus の動作環境，および動作状態を確認します。次に確認項目を示
します。
● 旧バージョンの Cosminexus が終了していることを確認してください。Cosminexus
の全構成ソフトウェアを終了させます。
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● Microsoft IIS を使用している場合は，Microsoft IIS を終了させます。

（5） 定義などのバックアップ
移行前に定義ファイルなどのバックアップを取ります。バックアップを取るディレクト
リを次の表に示します。
表 H-14 バックアップを取るディレクトリ（サーブレットエンジンモードの場合）
機能

バックアップを取るディレクトリ

統合ユーザ管理

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥manager
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/manager

Web サーバ連携

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥redirector
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/redirector

Web コンテナサーバ

• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥web¥containers
• UNIX の場合
/opt/Cosminexus/CC/web/containers

（6） 手動による定義などの修正
旧バージョンから移行する場合に，手動で定義などの修正が必要な項目を次の表に示し
ます。
表 H-15 手動で定義などの修正が必要な項目（サーブレットエンジンモードの場合）
修正項目

07-00/
07-10/
07-50

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(a) セキュリティポリシーファ
イルの変更

−

○

○

○

(b) 統合ユーザ管理のタグライ
ブラリの入れ替え

−

○

○

○

(c) デフォルトエラーページの
スタックトレース表示

−

−

○

○

(d)
除

JSP のコンパイル結果の削

−

○

○

○

(e) リダイレクタへのデータ送
信処理のタイムアウト追加

−

○

○

○

(f) ユーザスレッドの生成に必
要な権限の追加

−

−

○

○

分類

Web コンテナ
サーバ
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07-00/
07-10/
07-50

06-71/
06-70

06-51/
06-50

06-02/
06-00

(g) セッション ID へのサーバ
ID の付加

−

−

○

○

(h) リダイレクタのログ出力先
変更

−

−

−

○

(i) Web コンテナへのデータ送
信処理のタイムアウト追加

−

○

○

○

(j) リダイレクタの保守用ト
レースログの面数変更

−

○

○

−

分類

Web サーバ連
携

サーブレットエンジンモードの利用（互換用機能）

修正項目

（凡例） ○：修正が必要。

−：該当しない。

次に修正項目の詳細について説明します。なお，表の「修正項目」の項番は，説明の項
番と対応しています。
（a） セキュリティポリシーファイルの変更
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(15)
セキュリティポリシーファイルの変更」を参照してください。なお，サーブレットエン
ジンモードの場合は，
「server.policy ファイル」を「web.policy ファイル」と読み替えて
ください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web.policy
• UNIX の場合
opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web.policy
（b） 統合ユーザ管理のタグライブラリの入れ替え
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(16)
統合ユーザ管理のタグライブラリの入れ替え」を参照してください。
（c） デフォルトエラーページのスタックトレース表示
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(17)
デフォルトエラーページのスタックトレース表示」を参照してください。
（d） JSP のコンパイル結果の削除
07-00 以降では，サーブレット／ JSP のバージョンが変更になりました。このため，
07-00 より前の Web コンテナサーバの usrconf.properties ファイルで，
webserver.work.clean=false を設定して JSP コンパイル結果を保持していた場合，
07-00 以降へ移行後，07-00 より前で生成されたコンパイル結果を手動で削除してくださ
い。
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次のどちらかの方法で，JSP コンパイル結果を削除します。
• usrconf.properties で webserver.work.clean=true を設定して，Web コンテナサーバ
を再起動する。
• JSP コンパイル結果を手動で削除する。
JSP コンパイル結果を手動で削除する方法については，マニュアル「Cosminexus 機能
解説」の JSP ファイルのコンパイル結果の保持に関する説明を参照してください。
（e） リダイレクタへのデータ送信処理のタイムアウト追加
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(18)
リダイレクタへのデータ送信処理のタイムアウト追加」を参照してください。
（f） ユーザスレッドの生成に必要な権限の追加
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(19)
ユーザスレッドの生成に必要な権限の追加」を参照してください。なお，サーブレット
エンジンモードの場合は，「server.policy ファイル」を「web.policy ファイル」と読み替
えてください。
• Windows の場合
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥web¥containers¥< サーバ名称
>¥usrconf¥web.policy
• UNIX の場合
opt/Cosminexus/CC/web/containers/< サーバ名称 >/usrconf/web.policy
（g） セッション ID へのサーバ ID の付加
変更内容は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(20)
セッション ID へのサーバ ID の付加」を参照してください。
（h） リダイレクタのログ出力先変更
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(23)
リダイレクタのログ出力先変更」を参照してください。
（i） Web コンテナへのデータ送信処理のタイムアウト追加
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(24)
Web コンテナへのデータ送信処理のタイムアウト追加」を参照してください。
（j） リダイレクタの保守用トレースログの面数変更
変更方法は，J2EE サーバモードの場合と同じです。詳細については，
「付録 A.10(25)
リダイレクタの保守用トレースログの面数変更」を参照してください。
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クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus
TPBroker の設定（Windows の場合）

クラスタソフトウェア（Microsoft Cluster Service）を使用して，Cosminexus
TPBroker をクラスタ構成で運用することができます。
Cosminexus TPBroker では，系切り替えの要因として次のものに対応します。
• ハードウェア障害などクラスタサービスによるシステム障害の検出
• ユーザによる計画的な系切り替え

付録 I.1

Cosminexus TPBroker 構成のプランニング

システムの要求事項によって，系切り替えの構築に必要な Cosminexus TPBroker の機
能と環境設定項目を決定します。
まず，次の機能を使用するかどうかを決定してください。
● ORB 機能
● OTS 機能
また，OTS 機能を使用する場合，共有ディスクを使用します。

（1） ORB 機能
スマートエージェントやスマートエージェントに接続するプロセスをクラスタソフト
ウェア（Microsoft Cluster Service）で運用する場合は，ORB 機能に関する各種 IP アド
レスを設定する必要があります。詳細については，
「付録 I.2

ORB 機能使用時の設定」

を参照してください。
なお，スマートエージェントに接続するプロセスとは，CORBA ネーミングサービス，
CTM デーモンおよびスマートエージェントを使用する J2EE サーバ※のことです。
注※
usrconf.properties ファイルの vbroker.agent.enableLocator キーに true を指定して
J2EE サーバを起動している場合を指します。

（2） OTS 機能
トランザクションサービスはインプロセスで起動してください。

付録 I.2

ORB 機能使用時の設定

ここでは，ORB 機能を使用する場合の設定について説明します。
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この設定は，Microsoft Cluster Service を起動するホスト上で次のプロセスを起動する
場合に設定してください。
• スマートエージェント
• CORBA ネーミングサービス
また，スマートエージェントをフェイルオーバの対象とする場合は，Microsoft Cluster
Service に「汎用アプリケーション」として登録してください。

（1） スマートエージェントの localaddr ファイルおよび
htc.clienthandleraddr ファイルの設定
クラスタソフトウェア上でスマートエージェントを起動する場合，各ノードの localaddr
ファイルおよび htc.clienthandleraddr ファイルを設定してください。なお，設定内容
は，マルチホームドホスト環境の場合とそれ以外の場合で異なります。
マルチホームドホスト環境，またはマルチホームドホストでないホスト環境上でクラス
タ環境を構築する場合の，スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容を次の
表に示します。
表 I-1 スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容
クラスタサービスおよびス
マートエージェントを起動す
るホスト環境

スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容
スマートエージェントをフェイ
ルオーバの対象にする場合

スマートエージェントをフェイル
オーバの対象にしない場合

マルチホームドホスト環境

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）
• スマートエージェントに明示
的に指定したい IP アドレス
• クラスタ IP アドレス

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）
• スマートエージェントに明示的
に指定したい IP アドレス

マルチホームドホストではな
いホスト環境

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）
• クラスタ IP アドレス

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）

次に，環境ごとの設定内容の詳細について説明します。また，htc.clienthandleraddr
ファイルについても説明します。
（a） マルチホームドホスト環境
• スマートエージェントをフェイルオーバの対象にする場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス）
，ス
マートエージェントに明示的に指定したい IP アドレス※，およびスマートエージェン
トが使用するクラスタ IP アドレスを必ず設定してください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，クラスタ IP アドレスを返
却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。
• スマートエージェントをフェイルオーバの対象にしない場合
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localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス），お
よびスマートエージェントに明示的に指定したい IP アドレス※を必ず設定してくださ
い。クラスタ IP アドレスは設定しないでください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，ステーショナリ IP アドレ
スを返却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。
注※
localaddr ファイルを設定すると，スマートエージェントは，localaddr ファイル
に設定された IP アドレスだけを認識します。localaddr ファイルを設定しない場
合，スマートエージェントはデフォルトで gethostbyname() から取得できる IP
アドレスを認識します。
（b） マルチホームドホストではないホスト環境
• スマートエージェントをフェイルオーバの対象にする場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス）お
よびスマートエージェントが使用するクラスタ IP アドレスを必ず設定してください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，クラスタ IP アドレスを返
却するように htc.clienthandleraddr を定義してください。
• スマートエージェントをフェイルオーバの対象にしない場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス）を
必ず設定してください。クラスタ IP アドレスは設定しないでください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，ステーショナリ IP アドレ
スを返却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。

（2） スマートエージェントまたはスマートエージェントに接続するプロ
セスの agentaddr ファイル，vbroker.agent.addr プロパティ，およ
び環境変数「OSAGENT_ADDR」の設定
異なるネットワークドメイン上にあるスマートエージェント間で通信をする場合，また
は異なるネットワークドメイン上にあるスマートエージェントとスマートエージェント
に接続するプロセス間の通信をする場合は，スマートエージェントまたはスマートエー
ジェントに接続するプロセスの設定が必要です。設定は，各ノードの agentaddr ファイ
ル，vbroker.agent.addr プロパティ，環境変数「OSAGENT_ADDR」に設定します。
（a） スマートエージェントへの設定
異なるネットワークドメイン上のスマートエージェント間で通信していて，スマート
エージェントをフェイルオーバの対象とする場合，対象のスマートエージェントと通信
をするスマートエージェントの agentaddr ファイルに，クラスタ IP アドレスを必ず設定
してください。
（b） スマートエージェントに接続するプロセスへの設定
スマートエージェントとスマートエージェントに接続するプロセスとを異なるネット
ワークドメイン上で起動し，かつスマートエージェントをフェイルオーバの対象とする
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場合，スマートエージェントに接続するプロセスの agentaddr ファイル，
vbroker.agent.addr プロパティ，環境変数「OSAGENT_ADDR」のどれかに，フェイル
オーバの対象となるスマートエージェントのクラスタ IP アドレスを必ず設定してくださ
い。

（3） CORBA ネーミングサービスの設定
CORBA ネーミングサービスをフェイルオーバの対象とする場合は，CORBA ネーミング
サービスの起動プロパティを設定します。
nameserv コマンドに次の起動プロパティを設定して CORBA ネーミングサービスを起
動してください。
-J-Dvbroker.se.iiop_tp.host=クラスタIPアドレスまたはクラスタのネットワー
ク名
また，このプロパティに設定したクラスタ IP アドレスまたはクラスタのネットワーク
を，usrconf.properties（J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル）の次のキーの設定
内容に反映してください。
● ejbserver.naming.host キーに設定する IP アドレスまたはホスト名称
● ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls キーに設定
するプロバイダ URL
usrconf.properties の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。nameserv コマンドを使用した CORBA ネーミングサービス
の起動については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照して

ください。

（4） J2EE サーバの vbroker.se.iiop_tp.host キー，および
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port キーの設定
J2EE サーバをフェイルオーバの対象とする場合は，vbroker.se.iiop_tp.host キーには，
クラスタ IP アドレスを指定して J2EE サーバを起動してください。また，J2EE サーバ
が使用するポート番号は，すべての系で同じポート番号が使用できるように，
usrconf.properties ファイルの vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port キーを使用し
て管理してください。

（5） 環境変数およびオプションの設定
クラスタ環境でスマートエージェントを起動する場合，スマートエージェントに次の環
境変数およびオプションの設定が必要です。
オプションは，スマートエージェントをフェイルオーバの対象とする場合だけ指定して
ください。
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● 環境変数名：OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT
● オプション：-m
なお，環境変数の設定方法については，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server
VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」の VisiBroker ORB ドメイン内の作業についての
説明を参照してください。

（6） 設定例
IP アドレスの設定例を次に示します。
設定例 1
図 I-1 スマートエージェントをフェイルオーバの対象にする場合の IP アドレスの設定
例

図中の 1. 〜 5. について説明します。
1. hostA の localaddr ファイルに「hostA のステーショナリ IP アドレス

955

付録 I

クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus TPBroker の設定（Windows の場合）

（A.A.A.A）subnet broadcast」，
「クラスタ IP アドレス（C.C.C.C）subnet
broadcast」を記述します。
2. hostB の localaddr ファイルに「hostB のステーショナリ IP アドレス
（B.B.B.B）subnet broadcast」，
「クラスタ IP アドレス（C.C.C.C）subnet
broadcast」を記述します。
3. hostA，hostB の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショ
ナリ IP アドレス（F.F.F.F）subnet クラスタ IP アドレス（C.C.C.C）
」を記述し
ます。
4. hostA および hostB で起動するスマートエージェントに環境変数
「OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT」および -m オプションを設定しま
す。
5. hostC の agentaddr ファイルにクラスタ IP アドレス（C.C.C.C）を記述します。
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設定例 2
図 I-2 スマートエージェントをフェイルオーバの対象にしない場合の IP アドレスの設
定例

図中の 1. 〜 6. について説明します。
1. hostA の localaddr ファイルに「hostA のステーショナリ IP アドレス
（A.A.A.A）subnet broadcast」を記述します。
2. hostB の localaddr ファイルに「hostB のステーショナリ IP アドレス
（B.B.B.B）subnet broadcast」を記述します。
3. hostA の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショナリ IP
アドレス（F.F.F.F）subnet hostA のステーショナリ IP アドレス（A.A.A.A）
」を
記述します。
4. hostB の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショナリ IP
アドレス（F.F.F.F）subnet hostB のステーショナリ IP アドレス（B.B.B.B）
」を
記述します。
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5. hostC の agentaddr ファイルに A.A.A.A および B.B.B.B を記述します。
6. hostA および hostB で起動するスマートエージェントに環境変数
「OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT」を設定します。
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付録 J クラスタソフトウェア連携時の Cosminexus
TPBroker の設定（UNIX の場合）
クラスタソフトウェア（HA モニタ）を使用して，Cosminexus TPBroker をクラスタ構
成で運用することができます。
ただし，Solaris の場合は，HA モニタと連携できません。
Cosminexus TPBroker では，系切り替えの要因として次のものに対応します。
• ハードウェア障害などクラスタサービスによるシステム障害の検出
• ユーザによる計画的な系切り替え

付録 J.1

Cosminexus TPBroker 構成のプランニング

システムの要求事項によって，系切り替えの構築に必要な Cosminexus TPBroker の機
能と環境設定項目を決定します。
まず，次の機能を使用するかどうかを決定してください。
● ORB 機能
● OTS 機能
また，OTS 機能を使用する場合，共有ディスクを使用します。

（1） ORB 機能
スマートエージェントやスマートエージェントに接続するプロセスをクラスタソフト
ウェア（HA モニタ）で運用する場合は，ORB 機能に関する各種 IP アドレスを設定す
る必要があります。詳細については，
「付録 J.2

ORB 機能使用時の設定」を参照してく

ださい。
なお，スマートエージェントに接続するプロセスとは，CORBA ネーミングサービス，
CTM デーモンおよびスマートエージェントを使用する J2EE サーバ※のことです。
注※
usrconf.properties の vbroker.agent.enableLocator キーに true を指定して J2EE
サーバを起動している場合を指します。

（2） OTS 機能
トランザクションサービスはインプロセスで起動してください。

（3） クラスタ構成で運用するための留意点
Cosminexus TPBroker をクラスタ構成で運用する場合，次の点に留意してください。
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• Cosminexus TPBroker を含むプログラム群は各系のローカルディスクに格納してく
ださい。
• すべての系の Cosminexus TPBroker のバージョンを統一してください。
• すべての系の Cosminexus TPBroker のシステム環境定義を統一してください。
• J2EE アプリケーションで使用するポート番号が固定の場合，すべての系で同じポー
ト番号が使用できるように管理してください。

付録 J.2

ORB 機能使用時の設定

ここでは，ORB 機能を使用する場合の設定について説明します。
この設定は，HA モニタを起動するホスト上で次のプロセスを起動する場合に設定してく
ださい。
• スマートエージェント
• CORBA ネーミングサービス

（1） スマートエージェントの localaddr ファイルおよび
htc.clienthandleraddr ファイルの設定
クラスタソフトウェア上でスマートエージェントを起動する場合，各ノードの localaddr
ファイルおよび htc.clienthandleraddr ファイルを設定してください。なお，設定内容
は，マルチホームドホスト環境の場合とそれ以外の場合で異なります。
マルチホームドホスト環境，またはマルチホームドホストでないホスト環境上でクラス
タ環境を構築する場合の，スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容を次の
表に示します。
表 J-1

スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容

クラスタサービスおよびスマート
エージェントを起動するホスト環境

スマートエージェントの localaddr ファイルの設定内容
スマートエージェントを系
切り替えの対象にする場合

スマートエージェントを系切り替
えの対象にしない場合

マルチホームドホスト環境

• ステーショナリ IP アド
レス（プライマリ IP ア
ドレス）
• スマートエージェントに
明示的に指定したい IP
アドレス
• エイリアス IP アドレス

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）
• スマートエージェントに明示的
に指定したい IP アドレス

マルチホームドホストではないホス
ト環境

• ステーショナリ IP アド
レス（プライマリ IP ア
ドレス）
• エイリアス IP アドレス

• ステーショナリ IP アドレス
（プライマリ IP アドレス）

次に，環境ごとの設定内容の詳細について説明します。また，htc.clienthandleraddr
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ファイルについても説明します。
（a） マルチホームドホスト環境
• スマートエージェントを系切り替えの対象にする場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス），ス
マートエージェントに明示的に指定したい IP アドレス※，およびスマートエージェン
トが使用するエイリアス IP アドレスを必ず設定してください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，エイリアス IP アドレスを
返却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。
• スマートエージェントを系切り替えの対象にしない場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス），お
よびスマートエージェントに明示的に指定したい IP アドレス※を必ず設定してくださ
い。エイリアス IP アドレスは設定しないでください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，ステーショナリ IP アドレ
スを返却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。
注※
localaddr ファイルを設定すると，スマートエージェントは，localaddr ファイル
に設定された IP アドレスだけを認識します。localaddr ファイルを設定しない場
合，スマートエージェントはデフォルトで gethostbyname() から取得できる IP
アドレスを認識します。なお，スマートエージェントで認識する IP アドレスは，
スマートエージェント起動時に，osagent コマンドに -v オプションを指定して，
バーボースモードをオンにして起動することで確認できます。
（b） マルチホームドホストではないホスト環境
• スマートエージェントを系切り替えの対象にする場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス）お
よびスマートエージェントが使用するエイリアス IP アドレスを必ず設定してくださ
い。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，エイリアス IP アドレスを
返却するように htc.clienthandleraddr を定義してください。
• スマートエージェントを系切り替えの対象にしない場合
localaddr ファイルには，ステーショナリ IP アドレス（プライマリ IP アドレス）を
必ず設定してください。エイリアス IP アドレスは設定しないでください。
また，スマートエージェントに接続するプロセスに対して，ステーショナリ IP アドレ
スを返却するように htc.clienthandleraddr ファイルを定義してください。

（2） スマートエージェントまたはスマートエージェントに接続するプロ
セスの agentaddr ファイル，vbroker.agent.addr プロパティ，およ
び環境変数「OSAGENT_ADDR」の設定
異なるネットワークドメイン上にあるスマートエージェント間で通信をする場合，また
は異なるネットワークドメイン上にあるスマートエージェントとスマートエージェント
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に接続するプロセス間の通信をする場合は，スマートエージェントまたはスマートエー
ジェントに接続するプロセスの設定が必要です。設定は，各ノードの agentaddr ファイ
ル，vbroker.agent.addr プロパティ，環境変数「OSAGENT_ADDR」に設定します。
（a） スマートエージェントへの設定
異なるネットワークドメイン上のスマートエージェント間通信で，スマートエージェン
トを系切り替えの対象とする場合，対象のスマートエージェントと通信をするスマート
エージェントの agentaddr ファイルに，エイリアス IP アドレスを必ず設定してくださ
い。
（b） スマートエージェントに接続するプロセスへの設定
スマートエージェントとスマートエージェントに接続するプロセスとを異なるネット
ワークドメイン上で起動し，かつスマートエージェントを系切り替えの対象とする場合，
スマートエージェントに接続するプロセスの agentaddr ファイル，vbroker.agent.addr
プロパティ，環境変数「OSAGENT_ADDR」のどれかに，系切り替えの対象となるス
マートエージェントのエイリアス IP アドレスを必ず設定してください。

（3） CORBA ネーミングサービスの設定
CORBA ネーミングサービスを系切り替えの対象とする場合は，CORBA ネーミングサー
ビスの起動プロパティを設定します。
nameserv コマンドに次の起動プロパティを設定して CORBA ネーミングサービスを起
動してください。
-J-Dvbroker.se.iiop_tp.host=エイリアスIPアドレスまたはエイリアスホスト名
また，このプロパティに設定したエイリアス IP アドレスまたはエイリアスホスト名を，
usrconf.properties（J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル）の次のキーの設定内容
に反映してください。
● ejbserver.naming.host キーに設定する IP アドレスまたはホスト名称
● ejbserver.jndi.namingservice.group.<Specify group name>.providerurls キーに設定
するプロバイダ URL
usrconf.properties の詳細については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

定義

編」を参照してください。nameserv コマンドを使用した CORBA ネーミングサービス
の起動については，マニュアル「Cosminexus リファレンス

コマンド編」を参照して

ください。

（4） J2EE サーバの vbroker.se.iiop_tp.host キー，および
vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port キーの設定
J2EE サーバをフェイルオーバの対象とする場合は，vbroker.se.iiop_tp.host キーには，
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クラスタ IP アドレスを指定して J2EE サーバを起動してください。また，J2EE サーバ
が使用するポート番号は，すべての系で同じポート番号が使用できるように，
usrconf.properties ファイルの vbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port キーを使用し
て管理してください。

（5） 環境変数の設定
クラスタ環境でスマートエージェントを起動する場合，スマートエージェントに次の環
境変数の設定が必要です。
● 環境変数名：OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT
なお，環境変数の設定方法については，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server
VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」の VisiBroker ORB ドメイン内の作業についての
説明を参照してください。

（6） 設定例
IP アドレスの設定例を次に示します。
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設定例 1
図 J-1

スマートエージェントを系切り替えの対象にする場合の IP アドレスの設定例

図中の 1. 〜 5. について説明します。
1. hostA の localaddr ファイルに「hostA のステーショナリ IP アドレス
（A.A.A.A）subnet broadcast」，
「エイリアス IP アドレス（C.C.C.C）subnet
broadcast」を記述します。
2. hostB の localaddr ファイルに「hostB のステーショナリ IP アドレス
（B.B.B.B）subnet broadcast」，
「エイリアス IP アドレス（C.C.C.C）subnet
broadcast」を記述します。
3. hostA，hostB の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショ
ナリ IP アドレス（F.F.F.F）subnet エイリアス IP アドレス（C.C.C.C）
」を記述
します。
4. hostA および hostB で起動するスマートエージェントに環境変数
「OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT」を設定します。
5. hostC の agentaddr ファイルにエイリアス IP アドレス（C.C.C.C）を記述しま
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す。
設定例 2
図 J-2 スマートエージェントを系切り替えの対象にしない場合の IP アドレスの設定例

図中の 1. 〜 6. について説明します。
1. hostA の localaddr ファイルに「hostA のステーショナリ IP アドレス
（A.A.A.A）subnet broadcast」を記述します。
2. hostB の localaddr ファイルに「hostB のステーショナリ IP アドレス
（B.B.B.B）subnet broadcast」を記述します。
3. hostA の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショナリ IP
アドレス（F.F.F.F）subnet hostA のステーショナリ IP アドレス（A.A.A.A）
」を
記述します。
4. hostB の htc.clienthandleraddr ファイルに「クライアントのステーショナリ IP
アドレス（F.F.F.F）subnet hostB のステーショナリ IP アドレス（B.B.B.B）
」を
記述します。
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5. hostC の agentaddr ファイルに A.A.A.A および B.B.B.B を記述します。
6. hostA および hostB で起動するスマートエージェントに環境変数
「OSAGENT_CLIENT_HANDLER_PORT」を設定します。
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Cosminexus で提供するサンプルプログラム

Cosminexus では，次に示すサンプルプログラムを提供しています。
• Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプルプログラム
• Enterprise Bean（アノテーション）のサンプルプログラム
• Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプログラム
• Java Beans リソースのサンプルプログラム
• ユーザログ機能のサンプルプログラム
• Web アプリケーションのサンプルプログラム
ここでは，各サンプルの概要，サンプルの実行手順，およびサンプルの実行例を説明し
ます。なお，サンプルプログラムは，サーバ管理コマンドを使用した実行手順と実行例
について説明しています。

！

注意事項
ここでは，Windows 環境でのサンプルプログラムの概要と実行方法について説明します。
UNIX 環境で使用する場合は，本文を次のとおりに読み替えてください。
• Windows 用のディレクトリ（<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥）を，UNIX
用のディレクトリ（/opt/Cosminexus/）に読み替えてください。
• Windows 環境で使用するバッチファイルは，UNIX 環境ではシェルスクリプトになりま
す。拡張子を除いて読み替えてください。
（例）Windows 環境：testClient.bat，UNIX 環境：testClient
また，07-50 以降は，EJB クライアントアプリケーションの開始に，cjclstartap コマンドを
使用します。cjclstartap コマンドの詳細は，マニュアル「Cosminexus

リファレンス

コ

マンド編」を参照してください。
なお，Cosminexus が提供するサンプルプログラムを実行する場合は，書き込み権限のある
別のディレクトリへサンプルプログラムをコピーして使用することをお勧めします。

付録 K.1 サーバ管理コマンドによるサンプル実行環境の構
築，運用手順
ここでは，サーバ管理コマンドを使用してサンプルプログラムを実行する場合の J2EE
サーバの構築，運用手順を説明します。この手順は，付録 K.3 以降の各サンプルプログ
ラムを実行するときに必要になります。

（1） J2EE サーバのセットアップ
コマンドプロンプトで cjsetup コマンドを入力し，J2EE サーバをセットアップします。
セットアップの実行例を次に示します。実行例では，
「MyServer」という名称の J2EE
サーバをセットアップしています。
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C:¥> cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjsetup MyServer
KDJE40001-I The setup for the J2EE server has finished successfully.
Server name = MyServer
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>

（2） J2EE サーバのカスタマイズ
アプリケーションにアクセスするための設定をします。アプリケーションにアクセスす
るには，次のどちらかの方法を使用します。
• Web サーバと連携する。
• J2EE サーバのインプロセス HTTP サーバ機能を使用する。
ここでは，設定や運用が容易な J2EE サーバのインプロセス HTTP サーバ機能を使用す
る方法を説明します。
インプロセス HTTP サーバ機能を有効にするため，ユーザ定義ファイル
（usrconf.properties）にプロパティキーを定義します。
ユーザ定義ファイルの格納先：
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥MyServer¥usrconf.propert
ies
定義するプロパティキー：
webserver.connector.inprocess_http.enabled=true
注意
インプロセス HTTP サーバでは，80 番ポートをデフォルトで使用します。ポート番
号を変更するには，ユーザ定義ファイル（usrconf.properties）に，
webserver.connector.inprocess_http.port プロパティキーを定義します。
インプロセス HTTP サーバで使用するポート番号に 8081 番を定義する例を示しま
す。
webserver.connector.inprocess_http.port=8081

（3） J2EE サーバの起動
cjstartsv コマンドでセットアップ済みの J2EE サーバを起動します。
C:¥> cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjstartsv MyServer
＜起動ログが出力される＞
：
KDJE30028-I The J2EE server has started. Server name = MyServer

（4） リソースアダプタの設定
次の手順でリソースアダプタの設定をします。
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1. cjimportres コマンドでリソースアダプタをインポートします。
2. 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。
3. cjgetrarprop コマンドで Connector 属性ファイルを取得し，ファイル編集後に，
cjsetrarprop コマンドで編集内容を反映させます。
4. cjtestres コマンドを使用して，リソースアダプタのテストをします。
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。

（5） アプリケーションのインポート，設定，および開始
サンプルで提供するバッチファイル（deployApp.bat）を使用して，アプリケーションを
操作します。このバッチファイルでは，アプリケーションの J2EE サーバへのインポー
トから，設定，開始が実行されます。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
1. cjimportapp コマンドが実行され，アプリケーションが J2EE サーバにインポートされ
ます。
2. cjsetappprop コマンドが実行され，アプリケーションの情報が設定されます。使用さ
れる属性ファイルは，
「config.xml」です。
3. cjstartapp コマンドが実行され，アプリケーションが開始されます。
4. cjlistapp コマンドが実行され，J2EE サーバ上のアプリケーションの状態が一覧表示
されます。この一覧を確認することで，アプリケーションが稼働状態（running）に
なっていることを確認できます。

（6） アプリケーションの停止，削除
サンプルで提供するバッチファイル（undeployApp.bat）を使用して，アプリケーショ
ンを操作します。このバッチファイルでは，アプリケーションの停止と J2EE サーバか
らの削除が実行されます。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
1. cjstopapp コマンドが実行され，アプリケーションが停止します。
2. cjdeleteapp コマンドが実行され，アプリケーションが J2EE サーバから削除されま
す。
3. cjlistapp コマンドが実行され，J2EE サーバ上のアプリケーションの状態が一覧表示
されます。この一覧を確認することで，アプリケーションが削除されたことを確認で
きます。

（7） J2EE サーバの終了
cjstopsv コマンドで J2EE サーバを終了します。
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● cjstopsv コマンドのコンソール
> cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjstopsv MyServer
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>

● J2EE サーバのコンソール
C:¥> cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>cjstartsv MyServer
＜起動ログが出力される＞
：
KDJE30028-I The J2EE server has started. Server name = MyServer
：
<終了ログが出力される>
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥server¥bin>

付録 K.2

Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプルプログラム

Enterprise Bean（EJB2.0）を使用したサンプルプログラムは，次に示すディレクトリ
に格納されています。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥ejb¥ejb20
ここでは，サンプルプログラムの一覧，実行例，および各サンプルプログラムの概要に
ついて説明します。

（1） Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプルプログラム一覧
サンプルプログラムの一覧およびサンプルプログラム実行時の注意事項を示します。サ
ンプルプログラムの一覧は，Enterprise Bean の種類と動作概要をまとめた一覧と，利用
する技術，リソース，および動作モードをまとめた一覧に分けて示します。

！

注意事項
Enterprise Bean のサンプルプログラムは，現在使用している製品のバージョン・リビジョ
ンのものを使用してください。旧バージョン・リビジョンのサンプルプログラムの動作は保
証されません。

（a） サンプルプログラム一覧（Enterprise Bean の種類と動作内容）
表 K-1 サンプルプログラムの一覧（Enterprise Bean の種類と動作内容）
サンプル名

Enterprise Bean
種別

account

Entity Bean

adder

Stateful Session
Bean

970

パーシス
タンス

トランザ
クション

BMP

−

−

CMT

動作概要

預金や払い戻しに応じて残高を計算し，
データベースを更新します。
入力数値の合計を計算して，ブラウザ上に
表示します。
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サンプル名

Enterprise Bean
種別

パーシス
タンス

トランザ
クション

動作概要

bank

Stateful Session
Bean

−

CMT

当座預金口座から普通預金口座に資金を移
動し，データベースを更新します。

cart

Stateful Session
Bean

−

CMT

購入する本をショッピングカートに入れま
す。カートにない本をカートから出そうと
した場合は，例外を発生させます。

checker

Stateful Session
Bean

−

CMT

割引対象となる金額を超えた場合，割引率
を基に割引後の金額を計算します。割引対
象となる金額と割引率は，Enterprise
Bean の環境エントリで指定します。

cmp20pro
duct

Entity Bean

CMP2.0

−

商品情報をデータベースに登録し，登録さ
れた商品情報を検索します。このサンプル
は，CMP 2.0 形式の Enterprise Bean を利
用します。

confirmer

Stateless
Session Bean

−

CMT

商品の注文に対する確認メールを送信しま
す。

converter

Stateless
Session Bean

−

CMT

通貨の種類をドルから円，円からユーロに
変換します。

enroller

Stateless
Session Bean

−

CMT

学生と科目の追加，および受講登録をして，
データベースを更新します。

Entity Bean

BMP

−

jsptag

Stateless
Session Bean

−

CMT

通貨の種類をドルから円，円からユーロに
変換します。このサンプルは，JSP を利用
してブラウザ上に表示します。

jsptobean

Entity Bean

BMP

−

預金や払い戻しに応じて残高を計算し，
データベースを更新します。残高は，JSP
を利用してブラウザ上に表示します。

localadder

Stateful Session
Bean

−

CMT

入力数値の合計を計算して，ブラウザ上に
表示します。このサンプルは，サーブレッ
トからローカルインタフェースを利用して
Enterprise Bean を呼び出します。

message

Stateless
Session Bean

−

CMT

JMS のキューを利用して，メッセージを送
受信します。

Message
-driven Bean

−

CMT

order

Entity Bean

BMP

−

注文番号と対応する商品情報を検索して表
示します。注文番号と商品情報はデータ
ベースで管理します。

product

Entity Bean

CMP

−

商品情報をデータベースに登録し，登録さ
れた商品情報を検索します。

salesrep

Entity Bean

BMP

−

顧客の追加と，担当する販売員の変更を行
い，データベースを更新します。
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サンプル名

Enterprise Bean
種別

パーシス
タンス

トランザ
クション

動作概要

shipper

Stateful Session
Bean

−

CMT

Entity Bean

BMP

−

注文に対する商品在庫を計算し，データ
ベースを更新します。在庫が一定の数量を
下回った場合，引き当て処理を呼び出しま
す。

storagebin

Entity Bean

BMP

−

データベースの部品情報テーブルと部品在
庫情報テーブルから，対応する部品の情報
と在庫を検索します。

teller

Stateful Session
Bean

−

BMT

銀行用端末機から当座預金のお金を引き出
し，残高を計算します。

warehouse

Stateless
Session Bean

−

CMT

注文を受けた商品の状態，および商品の在
庫を更新します。

（凡例）
−：該当しないことを示す。

（b） サンプルプログラムの一覧（接続するリソース，クライアントの種類，動作モード）
サンプルプログラムの一覧と，接続するリソース，クライアントの種類，動作モードを
次の表に示します。
表 K-2 サンプルプログラム一覧（接続するリソース，クライアントの種類，動作モー
ド）
サンプル

接続するリソース※ 1

クライアントの種類※ 2

動作モード

データ
ベース

メール

JMS

EJB クライアン
トアプリケー
ション

Web ブラウザ

B

1.4

account

○

−

−

○

−

◎

◎

adder

−

−

−

−

○

◎

◎

bank

○

−

−

○

−

◎

◎

cart

−

−

−

○

−

◎

◎

checker

−

−

−

○

−

◎

◎

confirmer

−

○

−

○

−

◎

◎

converter

−

−

−

○

−

◎

◎

enroller

○

−

−

○

−

◎

◎

jsptag

−

−

−

−

○

◎

◎

jsptobean

○

−

−

−

○

◎

◎

order

○

−

−

○

−

◎

◎

product

○

−

−

○

−

◎

◎

salesrep

○

−

−

○

−

◎

◎

shipper

○

−

−

○

−

◎

◎
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クライアントの種類 ※ 2

動作モード

データ
ベース

メール

JMS

EJB クライアン
トアプリケー
ション

Web ブラウザ

B

1.4

storagebin

○

−

−

○

−

◎

◎

teller

○

−

−

○

−

◎

◎

warehouse

○

−

−

○

−

◎

◎

message

−

−

○

○

−

×

◎

cmp20product

○

−

−

○

−

×

◎

localadder

−

−

−

−

○

×

◎

（凡例）
B：ベーシックモードを意味する。
1.4：1.4 モードを意味する。
○：該当することを示す。
◎：実行できることを示す。

−：該当しないことを示す。
×：実行できないことを示す。

注※ 1
接続するリソースごとに，必要な設定があります。接続するリソースに応じて，
「付録 K.2(1)(c)
サンプルプログラムで使用するデータベースの設定」，「付録 K.2(1)(d)
で使用するメールの設定」または「付録 K.2(1)(e)

サンプルプログラム

サンプルプログラムで使用する JMS の設

定」を参照してください。
注※ 2
クライアントの種類に応じて，実行方法などが異なります。詳細は，「付録 K.2(1)(f)

サンプル

プログラムのクライアントの種類」を参照してください。

（c） サンプルプログラムで使用するデータベースの設定
ここでは，サンプルプログラムで使用するデータベースの設定について説明します。
表 K-2 の「データベース」列に「○」が付いているサンプルプログラムでは，リソース
としてデータベースを利用します。サンプルプログラムを実行する前に，データベース
およびデータベース接続関連の設定を適切にしてください。
なお，データベースとして利用できるのは，Oracle または HiRDB です。
必要な設定を次に示します。
● HiRDB を利用する場合は，HiRDB Version 7 07-01 以降を利用してください。また，
外部キーの指定（参照制約）を有効に設定してください。
設定方法については，マニュアル「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照して
ください。
● 利用するデータベース種別に従って，サンプルが提供する「createTable_Oracle.sql」
（Oracle の場合）または「createTable_HiRDB.sql」（HiRDB の場合）を実行して，
データベースのテーブルを初期化してください。なお，HiRDB を利用する場合，外

973

付録 K

Cosminexus で提供するサンプルプログラム

部キーの指定（参照制約）が有効になっていないと，
「createTable_HiRDB.sql」の実
行に失敗します。
● サーバ管理コマンドで DB Connector またはデータソースの設定をします。どちらを
利用するかは，J2EE サーバの動作モードによって異なります。
J2EE サーバの動作モードが 1.4 モードの場合，DB Connector を利用します。このと
き，
「DBConnector_DABJ_CP.rar」を利用することをお勧めします。
「DBConnector_DABJ_XA.rar」を利用した場合は，ライトトランザクション機能が
無効になるように設定してから J2EE サーバを起動して，DB Connector を設定しま
す。ライトトランザクション機能は，usrconf.properties の
ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled キーに true を指定すると無効になり
ます。
なお，J2EE サーバの動作モードがベーシックモードの場合は，データソースを利用
してください。
● 必要に応じてリソースのリンクを解決します。DB Connector として
「DBConnector_DABJ_XA.rar」を利用する場合，またはデータソースを利用する場
合は，リンクの解決が必要です。なお，DB Connector として
「DBConnector_DABJ_CP.rar」を利用する場合は，DB Connector のデフォルトの表
示名を変更したときだけリンクの解決が必要です。
リンクの解決には，サンプルで提供するアプリケーションの属性ファイル
「config.xml」を利用します。
「config.xml」の <resource-ref> タグにリソースの表示
名を指定して，サーバ管理コマンドを利用して設定してください。サーバ管理コマン
ドの利用方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガ
イド」を参照してください。
リソースのリンク解決をしてから，アプリケーションのデプロイ操作をしてください。
● サンプルプログラムのうち，
「product」と「cmp20product」では，「config.xml」の
<schema-name> に「user1」が設定されています。利用するデータベース環境に応じ
て，適切な値に変更してからアプリケーションのデプロイ操作を実行してください。
● サンプルプログラムのうち，
「teller」の実行に HiRDB を使用する場合，
TellerEJB.java ファイル中の日付指定関数を指定している個所を，HiRDB 用に書き
換えてコンパイルしてください。
（d） サンプルプログラムで使用するメールの設定
ここでは，サンプルプログラムで使用するメールの設定について説明します。
表 K-2 の「メール」列に「○」が付いているサンプルプログラムでは，リソースとして
メールを利用します。サンプルプログラムを実行する前に，メールサーバへの接続関連
の設定を適切にしてください。
必要な設定を次に示します。
● EJB クライアントアプリケーションのソースファイル（ConfirmerClient.java）に，
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受信メールアドレスがコーディングされています。この個所を適切な受信メールアド
レスに書き換えてからコンパイルしてください。
● サーバ管理コマンドでメールコンフィグレーションを設定する必要があります。サー
バ管理コマンドについては，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。
● リソースのリンクを解決します。ただし，メールコンフィグレーションの表示名を
「Cosminexus_SMTP_Server」と定義した場合は，リンクの解決は不要です。これ以
外の表示名を定義した場合は，リンクを解決してください。
リンクの解決には，サンプルで提供するアプリケーションの属性ファイル
「config.xml」を利用します。
「config.xml」の <resource-ref> タグにリソースの表示
名を指定して，サーバ管理コマンドで設定してください。サーバ管理コマンドの使用
方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を
参照してください。
リソースのリンク解決をしてから，アプリケーションのデプロイ操作をしてください。
（e） サンプルプログラムで使用する JMS の設定
ここでは，サンプルプログラムで使用する JMS の設定について説明します。
表 K-2 の「JMS」列に「○」が付いているサンプルプログラムでは，リソースとして
JMS を利用します。サンプルプログラムを実行する前に，JMS への接続関連の設定を適
切にしてください。
必要な設定を次に示します。
● JMS として TP1/Message Queue - Access を使用するため，あらかじめ TP1/Message
Queue - Access をインストールしておきます。また，OpenTP1 および TP1/Message
Queue のサーバ実行環境もあらかじめ準備しておきます。
● サーバ管理コマンドによって，TP1/Message Queue - Access の設定をします。
ライトトランザクション機能を無効にして J2EE サーバを起動してから，TP1/
Message Queue - Access の設定をします。なお，ライトトランザクション機能は，
usrconf.properties の ejbserver.distributedtx.XATransaction.enabled キーに true を
指定すると無効になります。
また，TP1/Message Queue - Access のトランザクションサポートレベルを，
「XATransaction」にしてください。
● リソースのリンクを解決します。ただし，TP1/Message Queue - Access のデフォルト
の表示名を変更しないで，かつ，キュー定義ファイルに表示名が「QUEUE1」となる
キューを定義している場合，リンクの解決は不要です。TP1/Message Queue - Access
のデフォルトの表示名を変更した場合や，キュー定義ファイルに表示名が
「QUEUE1」となるキューを定義していない場合は，リンクの解決が必要です。
リンクの解決には，サンプルで提供するアプリケーションの属性ファイル
「config.xml」を利用します。
「config.xml」の <resource-ref> タグ，
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<resource-env-ref> タグ，および <message-ref> タグにリソースの表示名を指定し
て，サーバ管理コマンドで設定してください。サーバ管理コマンドの利用方法につい
ては，マニュアル「Cosminexus アプリケーション設定操作ガイド」を参照してく
ださい。
リソースのリンク解決をしてから，アプリケーションのデプロイ操作をしてください。
（f） サンプルプログラムのクライアントの種類
サンプルプログラムのクライアントには，EJB クライアントアプリケーションと，Web
ブラウザで表示するアプリケーションの 2 種類があります。
● 表 K-2 の「EJB クライアントアプリケーション」列に「○」が付いているサンプルプ
ログラムは，EJB クライアントアプリケーションです。サンプルとして提供されてい
る「testClient.bat」を使用して，クライアントアプリケーションを開始してくださ
い。
● 表 K-2 の「Web ブラウザ」列に「○」が付いているサンプルプログラムは，Web ブ
ラウザから操作する Web アプリケーションです。クライアントから操作する場合は，
Web ブラウザを起動して，次の URL を指定してください。
http://<マシン名>:<ポート番号>/<ContextRoot>/<ターゲットファイル>
例えば，ローカルホストで動作するサンプル「adder」の場合は，次のように指定し
ます。
http://localhost/adder/adder_war/adder.html

（2） Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプル実行手順
converter を例に，サンプルの実行例を示します。converter は，クライアントの Java
アプリケーションから Enterprise Bean を呼び出すプログラムです。データベースなど
のリソースは利用しません。リソースを利用する場合は，ここで示す手順に加え，リ
ソースにアクセスできる環境を整える必要があります。リソースの設定方法については，
マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」を参照してください。
（a） converter の概要
通貨の種類をドルから円，円からユーロに変換します。converter の構成を次に示しま
す。
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図 K-1 converter の構成

（b） コンパイル
サンプルで提供するバッチファイル（compileBean.bat および compileClient.bat）を使
用して，Enterprise Bean とクライアントをコンパイルします。このバッチファイルで，
アプリケーション（.ear ファイル）が作成されます。
C:¥>cd C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥converter
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥...¥converter>compileBean
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥...¥converter>
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥...¥converter>compileClient
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥...¥converter>

（c） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。

（d） J2EE サーバのカスタマイズ
「付録 K.1(2)

J2EE サーバのカスタマイズ」を参照してください。

（e） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)

J2EE サーバの起動」を参照してください。

（f） アプリケーションのデプロイ
サンプルで提供するバッチファイル（deployApp.bat）を使用して，アプリケーションを
デプロイします。このバッチファイルでは，アプリケーションの J2EE サーバへのイン
ポートから，アプリケーションの設定，開始，EJB のスタブおよびインタフェースファ
イルの取得までが実行されます。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
● アプリケーションのインポート，設定，開始，一覧表示
実行内容については，「付録 K.1(5) アプリケーションのインポート，設定，および開
始」を参照してください。
● Enterprise Bean のスタブ・インタフェースファイルの取得
cjgetsubsjar コマンドで，Enterprise Bean のスタブとインタフェースを取得します。

977

付録 K

Cosminexus で提供するサンプルプログラム

（g） アプリケーションの実行
サンプルで提供するバッチファイル（testClient.bat）を使用して，アプリケーションを
実行します。実行後，EJB クライアントアプリケーションの起動コンソール画面に次の
ように表示されれば成功です。
C:¥>cd C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥converter
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥converter>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥converter, PID = 3684)
12160.0
0.77
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ ejb¥ejb20¥converter>

（h） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。

（i） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)

J2EE サーバの終了」を参照してください。

（3） Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプルの概要
Enterprise Bean（2.0）のサンプルの概要，構成，実行例を示します。なお，必要な設
定については，「付録 K.2(1)(b)

サンプルプログラムの一覧（接続するリソース，クライ

アントの種類，動作モード）」を参照してください。
（a） account の概要
預金や払い戻しに応じて残高を計算し，銀行口座テーブルを更新します。account の構成
を次に示します。
図 K-2 account の構成

account の実行例を示します。
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C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥account>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥account, PID = 3684)
balance = 68.25
balance = 32.55
456: 44.77
730: 19.54
268: 100.07
456: 44.77
836: 32.55
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥account>

（b） adder の概要
ブラウザから入力された数値の合計を計算します。adder の構成を次に示します。
図 K-3 adder の構成

実行時には，ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://<マシン名>:<ポート番号>/<ContextRoot>/adder.html
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは次の URL を指定します。
http://localhost/adder/adder_war/adder.html
adder の実行例を示します。
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図 K-4 adder の実行例

（c） bank の概要
当座預金口座から普通預金口座に資金を移動します。資金はデータベースで管理し，資
金移動時に，対応する当座預金口座テーブルと普通預金口座テーブルを更新します。
bank の構成を次に示します。
図 K-5 bank の構成

bank の実行例を示します。
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C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥bank>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥bank, PID = 3684)
checking: 60.0
saving: 540.0
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥bank>

（d） cart の概要
本を購入するショッピングカートです。3 冊の本をカートに入れ，カートにない本 1 冊
をカートから出そうとして「BookException」を発生させます。cart の構成を次に示し
ます。
図 K-6 cart の構成

cart の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥cart>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥cart, PID = 3684)
The Martian Chronicles
2001 A Space Odyssey
The Left Hand of Darkness
Caught a BookException： Alice in Wonderland not in cart.
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥cart>

（e） checker の概要
割引対象となる金額を超えた場合，割引率を基に割引後の金額を計算します。割引対象
となる金額と割引率は，Enterprise Bean の環境エントリで指定します。checker の構成
を次に示します。
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図 K-7 checker の構成

checker の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥checker>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥checker, PID = 3684)
discount = 4200.0
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥checker>

（f） cmp20product の概要
商品情報をデータベースに登録し，登録された商品情報を検索します。このサンプルは，
CMP 2.0 形式の Enterprise Bean を利用します。cmp20product の構成を次に示します。
図 K-8 cmp20product の構成

cmp20product の実行例を示します。
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C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥cmp20product>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥cmp20product, PID = 3684)
Ceramic Dog: 10.0
Ceramic Dog: 14.0
Chrome Fish: 22.0
999: Ivory Cat 19.0
789: Ivory Cat 33.0
123: 14.0
456: 13.0
999: 19.0
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥cmp20product>

（g） confirmer の概要
商品の注文に対する確認メールを送信します。confirmer の構成を次に示します。
図 K-9 confirmer の構成

confirmer のクライアント（メール送信側）の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥confirmer>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥confirmer, PID = 3684)
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥confirmer>

クライアント実行後，ConfirmerClient.java で指定したアドレスにメールが送信されま
す。受信されるメールの例を示します。
件名:"Test Message from ConfirmerEJB"
文面:
Thank you for your order.
We received your order on 2002/03/18 12:35.

（h） converter の概要
converter については，「付録 K.2(2)

Enterprise Bean（EJB2.0）のサンプル実行手順」

983

付録 K

Cosminexus で提供するサンプルプログラム

を参照してください。
（i） enroller の概要
学生と科目の追加，および受講登録をして，対応する学生情報テーブル，科目テーブル，
受講登録情報テーブルを更新します。enroller の構成を次に示します。
図 K-10 enroller の構成

enroller の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥enroller>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥enroller, PID = 3684)
Denise Smith:
220 Power J2EE Programming
333 XML Made Easy
777 An Introduction to Java Programming
An Introduction to Java Programming:
823 Denise Smith
456 Joe Smith
388 Elizabeth Willis
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥enroller>

（j） jsptag の概要
通貨の種類をドルから円，円からユーロに変換します。変換した結果は，JSP を利用し
て，ブラウザに表示します。jsptag の構成を次に示します。
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図 K-11 jsptag の構成

実行時には，ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://<マシン名>:<ポート番号>/<ContextRoot>/Converter.jsp
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは次の URL を指定します。
http://localhost/jsptag/converter_war/Converter.jsp
jsptag の実行例を示します。
図 K-12 jsptag の実行例

（k） jsptobean の概要
預金や払い戻しに応じて残高を計算し，データベースを更新します。残高は，JSP を利
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用してブラウザ上に表示します。jsptobean の構成を次に示します。
図 K-13 jsptobean の構成

実行時には，ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://<マシン名>:<ポート番号>/<ContextRoot>/Account.jsp
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは次の URL を指定します。
http://localhost/jsptobean/account_war/Account.jsp
jsptobean の実行例を示します。
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図 K-14 jsptobean の実行例

（l） localadder の概要
入力数値の合計を計算して，ブラウザ上に表示します。このサンプルは，サーブレット
からローカルインタフェースを利用して Enterprise Bean を呼び出します。localadder
の構成を次に示します。
図 K-15 localadder の構成

実行時には，ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
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http://<マシン名>:<ポート番号>/<ContextRoot>/adder.html
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは次の URL を指定します。
http://localhost/localadder/localadder_war/adder.html
localadder の実行例を示します。
図 K-16 localadder の実行例

（m）message の概要
Session Bean から JMS の Queue へ送信したメッセージを，Message-driven Bean で受
信します。message の構成を次に示します。
図 K-17 message の構成

message のクライアントの実行例を示します。
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C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥message>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥message, PID = 3684)
sending message=MY MESSAGE
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥message>

クライアント実行後，メッセージの送受信が正常に完了した場合は，J2EE サーバの起動
コンソール上に次のように表示されます。
...
MessageBean: onMessage（）
MessageBean: received message=MY MESSAGE
...

（n） order の概要
注文番号と対応する商品情報を検索して表示します。注文番号と商品情報は，それぞれ
注文情報テーブルと商品情報テーブルで管理します。order の構成を次に示します。
図 K-18 order の構成

order の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥order>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥order, PID = 3684)
about to create
123 1 p23 12.0
123 2 p67 89.0
123 3 p11 41.0
123
456
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥order>

989

付録 K

Cosminexus で提供するサンプルプログラム

（o） product の概要
商品名や価格などの商品情報をデータベースに登録し，登録された商品情報を検索しま
す。商品情報は，商品情報テーブルで管理します。product の構成を次に示します。
図 K-19 product の構成

product の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥product>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥product, PID = 3684)
Ceramic Dog: 10.0
Ceramic Dog: 14.0
Chrome Fish: 22.0
999: Ivory Cat 19.0
789: Ivory Cat 33.0
123: 14.0
456: 13.0
999: 19.0
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥product>

（p） salesrep の概要
顧客の追加と，担当する販売員の変更を行い，データベースを更新します。二つの
Enterprise Bean を連携し，顧客テーブルと販売員テーブルへの検索と更新を行います。
salesrep の構成を次に示します。
図 K-20 salesrep の構成
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salesrep の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥salesrep>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥salesrep, PID = 3684)
customerId = 221
customerId = 388
customerId = 456
customerId = 844
987: Mary Jackson
221: Alice Smith
388: Bill Williamson
456: Joe Smith
844: Buzz Murphy
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥salesrep>

（q） shipper の概要
注文に対する商品在庫を計算し，データベースを更新します。在庫が一定の数量を下
回った場合，引き当て処理を呼び出します。二つの Enterprise Bean を連携し，商品在
庫情報テーブルへの検索と更新を行います。shipper の構成を次に示します。
図 K-21 shipper の構成

shipper の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥shipper>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥shipper, PID = 3684)
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥shipper>

shipper の実行後，J2EE サーバの起動コンソール上に次のように表示されます。
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...
ShipperEJB： ejbCreate()
ShipperEJB： shipItem()
StockEJB： updateOnHand()
StockEJB： reorderNeeded()
...

（r） storagebin の概要
データベースから部品の情報と在庫を検索します。二つの Enterprise Bean を連携し ,
部品情報テーブルと部品在庫情報テーブルへの検索を行います。storagebin の構成を次
に示します。
図 K-22 storagebin の構成

storagebin の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥storagebin>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥storagebin, PID = 3684)
777 388 500 1.0 Duct Tape
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥storagebin>

（s） teller の概要
銀行用端末機から当座預金を引き出し，残高を計算します。データベースの（銀行用端
末機の）入金情報テーブルと取引履歴情報テーブルに対し，取引内容を追加します。
teller の構成を次に示します。
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図 K-23 teller の構成

teller の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥teller>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥teller, PID = 3684)
checking = 500.0
checking = 440.0
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥teller>

（t） warehouse の概要
注文を受けた商品の状態，および商品の在庫を更新します。データベースの商品情報
テーブルと在庫情報テーブルのそれぞれを更新します。warehouse の構成を次に示しま
す。
図 K-24 warehouse の構成

warehouse の実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥warehouse>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥HITACHI¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥ejb20¥warehouse, PID = 3684)
status = shipped
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥ejb20¥warehouse>
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付録 K.3 Enterprise Bean（アノテーション）のサンプルプ
ログラム
アノテーションに対応した Enterprise Bean のサンプルプログラムは，次の 3 種類を提
供します。
• アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続なし）
格納場所は <Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥examples¥ejb¥annotation¥stateless です。
• アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続あり）
格納場所は <Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥examples¥ejb¥annotation¥stateful です。
• Enterprise Bean（EJB2.0）から接続するアノテーション対応の Enterprise Bean
格納場所は <Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥examples¥ejb¥annotation¥home です。
サンプルプログラムの概要と，実行手順を示します。

（1） アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続なし）の
概要
データベースに接続しない場合のアノテーション対応の Enterprise Bean サンプルプロ
グラム「annotation_stateless」の構成を次に示します。
図 K-25 annotation_stateless の構成（アノテーション対応・データベース接続なし）

Web ブラウザ経由でサーブレットにアクセスし，実行結果をブラウザ上に表示します。
このサンプルプログラムでは，サーブレットからビジネスインタフェースを使用した
Enterprise Bean を呼び出します。
アノテーション対応の Enterprise Bean の参照を取得するため，サーブレット側で
@EJB アノテーションを使用します。
@EJB(beanName="MyConverter")
Converter converter;

実行例を次に示します。
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図 K-26 アノテーション対応 Enterprise Bean のサンプルプログラム（データベース接
続なし）の実行例

（2） アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続あり）の
概要
データベースに接続する場合のアノテーション対応の Enterprise Bean サンプルプログ
ラム「annotation_stateful」の構成を次に示します。
図 K-27 annotation_stateful の構成（アノテーション対応・データベース接続あり）

このサンプルプログラムでは，アノテーションを使用してデータベースに接続します。
アノテーション対応の Enterprise Bean で，@Resource アノテーションを使用してリ
ソースを取得します。
@Resource(mappedName="DB_Connector_for_Cosminexus_Driver")
private DataSource ds;

サーブレット側からビジネスインタフェースを使用した Stateful Session Bean を
lookup するには，JNDI を使用します。
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Context initial = new InitialContext();
duke = (Bank)initial.lookup("java:comp/env/ejb/Bank");

実行例を次に示します。
図 K-28 アノテーション対応 Enterprise Bean のサンプルプログラム（データベース接
続あり）の実行例

ユーザ ID，金額を入力して処理を実行します。指定できるユーザ ID は 001 だけです。
初期残高は 10,000 円です。

（3） Enterprise Bean（EJB2.0）から接続するアノテーション対応の
Enterprise Bean の概要
アノテーション対応の Enterprise Bean にホームインタフェースの定義を追加すること
で，EJB2.0 からアノテーション対応の Enterprise Bean を呼び出せます。この処理を実
行するサンプルプログラム「annotation_home」の構成を次に示します。
図 K-29 annotation_home の構成（アノテーション対応・EJB2.0 からの接続）
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このサンプルプログラムでは，EJB2.0 の Enterprise Bean からローカルホームインタ
フェースが使用されているアノテーション対応の Enterprise Bean を呼び出します。
EJB2.0 の Enterprise Bean のコードでは，ローカルホームインタフェースを lookup し
ます。
...
Context ctx = new InitialContext();
Converter2LocalHome home = (Converter2LocalHome)ctx.lookup("java:comp/
env/ejb/Converter2");
...

アノテーション対応の Enterprise Bean のローカルホームインタフェースは，
Enterprise Bean に @LocalHome アノテーションを指定します。
@Stateless(name="MyConverter2")
@LocalHome(value=Converter2LocalHome.class)
public class Converter2EJB {
...
}

（4） Enterprise Bean（アノテーション）のサンプルプログラムの実行手
順
サンプルプログラムの実行手順を示します。
（a） サンプルプログラムのコンパイル
サンプルで提供するバッチファイルを使用して，サンプルプログラムをコンパイルしま
す。
アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続あり／なし）のサンプルプロ
グラムは，「compile.bat」を実行します。
EJB2.0 の Enterprise Bean からアノテーション対応の Enterprise Bean へ接続するサン
プルは，「compileBean.bat」および「compileClient.bat」を実行します。
（b） SQL の実行（アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続ありの場
合）
）
データベースに接続するサンプルプログラムの場合は，あらかじめ SQL を実行してくだ
さい。SQL 文はサンプルで提供しています（createTable_Oracle.sql，
createTable_HiRDB.sql）
。
（c） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。
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（d） J2EE サーバのカスタマイズ
「付録 K.1(2)

J2EE サーバのカスタマイズ」を参照してください。

（e） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)

J2EE サーバの起動」を参照してください。

（f） リソースアダプタの設定（アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接
続ありの場合）
）
データベースに接続するサンプルプログラムの場合は，リソースアダプタの設定が必要
です。「付録 K.1(4) リソースアダプタの設定」を参照してください。
（g） アプリケーションのデプロイ
サンプルで提供するバッチファイル（deployApp.bat）を使用して，アプリケーションを
デプロイします。このバッチファイルは，アプリケーションのインポート，開始，一覧
表示，および Enterprise Bean のスタブ・インタフェースの取得をします。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
● アプリケーションのインポート，開始，一覧表示
実行内容については，
「付録 K.1(5) アプリケーションのインポート，設定，および開
始」を参照してください。
● Enterprise Bean のスタブ・インタフェースファイルの取得
cjgetsubsjar コマンドで，Enterprise Bean のスタブとインタフェースを取得します。
（h） アプリケーションの実行
アプリケーションごとに実行方法を示します。
● アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続なし）の場合
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://< マシン名 >:< ポート番号 >/<ContextRoot>/< ターゲットファイル >
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは，次の URL を指定し
ます。
http://localhost/annotation_stateless/servlet/ConverterServlet
● アノテーション対応の Enterprise Bean（データベース接続あり）の場合
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://< マシン名 >:< ポート番号 >/<ContextRoot>/< ターゲットファイル >
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは，次の URL を指定し
ます。
http://localhost/annotation_stateful/bank.html
● Enterprise Bean（EJB2.0）から接続するアノテーション対応の Enterprise Bean の
場合
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サンプルで提供するバッチファイル（testClient.bat）を使用して EJB クライアント
アプリケーションを実行します。実行例を示します。
C:¥Program
Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥ejb¥annotation¥home>testClient
KDJE40053-I The cjclstartap command will now start. (directory for the
user definition file = C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥examples¥
ejb¥annotation¥home, PID = 3684)
93.632
KDJE40054-I The cjclstartap command was stopped. (PID = 3684, exit status
= 0)

（i） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。

（j） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)

J2EE サーバの終了」を参照してください。

付録 K.4 Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプロ
グラム
Timer Service を実装するサンプルプログラムは，次のディレクトリに格納されます。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥ejb¥timerservice
サンプルの概要と実行手順を示します。

（1） Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプログラムの概要
Timer Service のサンプルプログラム「TimerService」の構成を次に示します。
図 K-30 TimerService の構成

このサンプルプログラムでは，Web ブラウザ経由で EJB タイマの生成，一覧表示，キャ
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ンセルができます。EJB タイマがタイムアウトすると，ユーザログにメッセージを出力
します。
実行例を次に示します。
図 K-31 TimerService のサンプルプログラムの実行例

サンプルでは，次の機能を提供します。
● EJB タイマの生成
アプリケーションの開始時に，EJB タイマが一つ生成されます。サーブレットに対し
て DD に <load-on-startup> タグを指定し，サーブレットの init メソッドで EJB タイ
マを生成する Stateless Session Bean のメソッドを呼び出します。
また，Web ページ EJB タイマ種別とタイムアウト時間と文字列情報を指定して
［Create］ボタンをクリックすると，EJB タイマが生成されます。
● EJB タイマ一覧の表示
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Web ページに EJB タイマの一覧が表示されます。
［Refresh］ボタンをクリックする
と，最新の EJB タイマ一覧が表示されます。
● EJB タイマのキャンセル
Web ページの［Cancel］ボタンをクリックすると，該当する EJB タイマがキャンセ
ルされます。
● ユーザログへの出力
EJB タイマがタイムアウト日時になると，タイムアウトメソッドが呼び出されユーザ
ログにメッセージが出力されます。出力例を下記に示します。
The timeout method was invoked. (Information = MyTimer02)

（2） Enterprise Bean（Timer Service）のサンプルプログラムの実行手順
サンプルプログラムの実行手順を示します。
（a） サンプルプログラムのコンパイル
サンプルで提供するバッチファイル（compile.bat）を使用して，サンプルプログラムを
コンパイルします。このバッチファイルで，EJB-JAR ファイル（timerservice.jar）と
WAR ファイル（timerservice.war）と EAR ファイル（timerservice.ear）が作成されま
す。
（b） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。

（c） J2EE サーバのカスタマイズ
「付録 K.1(2)

J2EE サーバのカスタマイズ」を参照してください。

（d） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)

J2EE サーバの起動」を参照してください。

（e） アプリケーションのデプロイ
「付録 K.1(5)

アプリケーションのインポート，設定，および開始」を参照してくださ

い。
（f） アプリケーションの実行
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://< マシン名 >:< ポート番号 >/<ContextRoot>/TimerServiceServlet
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは，次の URL を指定しま
す。
http://localhost/timerservice/TimerServiceServlet
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（g） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。

（h） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)

付録 K.5

J2EE サーバの終了」を参照してください。

JavaBeans リソースのサンプルプログラム

JavaBeans リソースを使用するサンプルプログラムは，次のディレクトリに格納されま
す。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥javabeans
サンプルの概要と実行手順を説明します。

（1） JavaBeans リソースのサンプルプログラムの概要
JavaBeans リソースのサンプルプログラムの構成を次に示します。
図 K-32 JavaBeans リソースのサンプルプログラムの構成

このサンプルプログラムは，JavaBeans リソース属性ファイルのプロパティに指定され
た各設定情報に基づき，ブラウザにその値を表示します。
実行例を次に示します。
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図 K-33 JavaBeans リソースのサンプルプログラムの実行例

（2） JavaBeans リソースのサンプルプログラムの実行手順
サンプルプログラムの実行手順を示します。
（a） サンプルプログラムのコンパイル
サンプルで提供するバッチファイル（compile.bat）を使用して，サンプルプログラムを
コンパイルします。このバッチファイルで，JavaBeans リソース（MyJavaBean.jar）
と EAR ファイル（LookupBean.ear）が作成されます。
（b） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。

（c） J2EE サーバのカスタマイズ
「付録 K.1(2)

J2EE サーバのカスタマイズ」を参照してください。

（d） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)

J2EE サーバの起動」を参照してください。

1003

付録 K

Cosminexus で提供するサンプルプログラム

（e） JavaBeans リソースのインポート，開始
サンプルで提供するバッチファイル（deployJb.bat）を使用して，JavaBeans リソース
をデプロイします。このバッチファイルでは，JavaBeans リソースのインポート，開始
が実行されます。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
• cjimportjb コマンドが実行され，JavaBeans リソースが J2EE サーバにインポートさ
れます。使用される JavaBeans リソース属性ファイルは「jb_resource.xml」です。
• cjstartjb コマンドが実行され，JavaBeans リソースが開始されます。使用される
JavaBeans リソース表示名は「JavaBean_resource」です。
• cjlistjb コマンドが実行され，J2EE サーバ上の JavaBeans リソースの状態が一覧表
示されます。この一覧を確認することで，JavaBeans リソースが稼働状態（running）
になっていることを確認できます。
（f） アプリケーションのデプロイ
「付録 K.1(5)

アプリケーションのインポート，設定，および開始」を参照してくださ

い。
（g） アプリケーションの実行
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://< マシン名 >:< ポート番号 >/<ContextRoot>/servlet/LookupBeanServlet
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは，次の URL を指定しま
す。
http://localhost/web_jb/servlet/LookupBeanServlet
（h） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。

（i） JavaBeans リソースの停止
cjstopjb コマンドで JavaBeans リソースを停止します。
C:¥>cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin>cjstopjb MyServer
-resname JavaBean_resource

（j） J2EE サーバの再起動
cjstopsv コマンドで J2EE サーバを終了し，cjstartsv コマンドで J2EE サーバを起動し
ます。J2EE サーバの終了方法については，
「付録 K.1(7)

J2EE サーバの終了」を参照

してください。J2EE サーバの起動方法については，
「付録 K.1(3)
を参照してください。
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（k） JavaBeans リソースの削除
cjdeletejb コマンドで JavaBeans リソースを削除します。
C:¥>cd Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin
C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥CC¥admin¥bin>cjdeletejb MyServer
-resname JavaBean_resource

（l） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)

付録 K.6

J2EE サーバの終了」を参照してください。

ユーザログ機能のサンプルプログラム

ユーザログ機能の動作確認用のサンプルプログラムとして，userlog が提供されていま
す。また，このサンプルプログラムを実行するためのソースファイルと定義ファイルの
サンプルとして次の表に示すファイルが提供されています。
表 K-3 ユーザログ機能の動作確認用のサンプルプログラム
ファイル名

用途

UserLogServlet.java

ユーザログのサーブレットプログラムです。

UserLogHome.java

ホームインタフェースです。

UserLog.java

リモートインタフェースです。

AdderEJB.java

整数の合計を計算する Enterprise Bean の実装クラスです。

sample.properties

プロパティにセットするロガーのサンプルプロパティです。

MyFormatter.java

フォーマッタとして提供される独自クラスです。

MyFilter.java

フィルタとして提供される独自クラスです。

これらのファイルは，次の場所にあります。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥userlog
ユーザログ機能のサンプルプログラムの概要と実行手順を説明します。

（1） ユーザログ機能のサンプルプログラムの概要
このサンプルプログラムでは，三つのタイプのログ出力を実行できます。
● タイプ 1：Sample for outputting messages from servlet
入力されたメッセージがサーブレット側から出力されます。
● タイプ 2：Sample for outputting the entered numbers and total value from
AdderEJB
入力された整数の合計を計算する「AdderEJB（Enterprise Bean）
」から，入力した
値とその値を足した合計値がログファイルに出力されます。
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● タイプ 3：Sample for outputting exception logs from the servlet
Exception が発生し，その内容がサーブレットからログファイルに出力されます。
サンプルプログラムでは，次の図に示す流れで処理が行われます。
図 K-34 ユーザログのサンプルプログラムの構造（サーブレット，Enterprise Bean）

［入力］画面で選択するロガー名およびログレベルによって，出力先のログファイルが異
なります。
● ロガー名「com.example.userlogger1」を選択した場合は，どのレベルを指定しても
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logfileA に出力されます。
● ロガー名「com.example.userlogger1」を選択して，ログレベルで「SEVERE」以上
を指定した場合は，logfileA と logfileB に出力されます。
● ロガー名「com.example.userlogger2」を選択し，ログレベルで「INFO」以上を指定
した場合，かつ「MyFilter」によってフィルタリングされなかった場合に，logfileC
に出力されます。出力フォーマッタは「MyFormatter（独自クラス）
」が使用されま
す。
MyFormatter の仕様
次の形式で出力します。
message：< 入力されたメッセージ >

LEVEL：< 指定されたレベル >

MyFilter の仕様
メッセージの頭に「debug:」が付いているものは，ログに出力しません。

（2） ユーザログ機能のサンプルプログラムの実行手順
サンプルプログラムの実行手順を示します。
（a） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。

（b） サンプルファイルのコンパイル
サンプルで提供するバッチファイル（compile.bat）を使用して，ユーザログサンプルを
コンパイルします。
コンパイルすると「myloglib.jar」というファイルが作成されます。これを任意のディレ
クトリに格納し，JAR ファイルにパスを通します。パスを通す方法については，マニュ
アル「Cosminexus システム構築ガイド」に記載されているコンテナ拡張ライブラリの
設定を参照してください。
（c） プロパティ情報の設定
セットアップしたサーバにプロパティ情報を設定します。セットアップしたサーバの
usrconf.properties の内容の一部を，サンプルで提供する設定ファイル
（sample.properties）に書き換えます。Management Server を利用してシステムを構築
している場合は，マニュアル「Cosminexus システム構築ガイド」に記載されている
J2EE サーバの動作設定のカスタマイズを参照して設定してください。
セットアップしたサーバを「MyServer」としたときの usrconf.properties の格納場所
と，usrconf.properties ファイル内の書き換え位置を次に示します。
● ファイルの場所
<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥usrconf¥ejb¥MyServer¥usrconf.properties
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● ファイルの書き換え位置
次に示す個所を，sample.property の内容に書き換えます。
：
# user-log handler settings
#ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.<Specify
handler-name>.path=user_log
#ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.<Specify
handler-name>.count=2
：
# user-log logger settings
#ejbserver.application.userlog.Logger.<Specify
logger-name>.handlers=<Specify handler-class>
#ejbserver.application.userlog.Logger.<Specify
logger-name>.useParentHandlers=true
：

サンプルで提供する sample.properties の内容を示します。
# user-log handler settings
#conf1 settings
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.path=userlog/logFileA
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.level=ALL
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.appname=userlog_app
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf1.formatter=com.hitachi.s
oftware.ejb.application.userlog.CJSimpleFormatter
#conf2 settings
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.path=userlog/logFileB
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.level=SEVERE
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf2.appname=userlog_app
#conf3 settings
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.path=userlog/logFileC
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.level=INFO
ejbserver.application.userlog.CJLogHandler.conf3.appname=userlog_app
# user-log logger settings
#logger1 settings
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.handlers=co
m.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler;conf1,co
m.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler;conf2
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger1.level=ALL
#logger2 settings
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger2.handlers=co
m.hitachi.software.ejb.application.userlog.CJMessageFileHandler;conf3
ejbserver.application.userlog.Logger.com.example.userlogger2.level=INFO
ejbserver.application.userlog.loggers=com.example.userlogger1,
com.example.userlogger2

インプロセス HTTP サーバの設定については，「付録 K.1(2) J2EE サーバのカスタマイ
ズ」を参照してください。
（d） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)
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（e） アプリケーションのデプロイ
「付録 K.1(5)

アプリケーションのインポート，設定，および開始」を参照してくださ

い。
（f） アプリケーションの実行
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定します。
http://< マシン名 >：< ポート番号 >/<ContextRoot>/userlog.html
インプロセス HTTP サーバが使用できる場合，デフォルトでは次の URL を指定します。
http://localhost/userlog/userlog_war/userlog.html
（g） userlog の実行例
userlog の実行例を示します。アプリケーションを実行して，URL を指定すると，次に
示す［実行サンプルタイプの選択］画面が表示されます。
図 K-35 ［実行サンプルタイプの選択］画面（ユーザログのサンプルプログラム）

実行するサンプルのタイプを選択し，各データ入力フォームへ移ります。この画面以降
の操作とログ出力例については，選択したタイプごとに説明します。
出力結果のログファイルは，セットアップしたサーバ名を「MyServer」とした場合，
usrconf.properties に設定したファイル名で，次に示すディレクトリに出力されます。
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<Cosminexusのインストールディレクトリ
>¥CC¥server¥public¥MyServer¥logs¥user¥userlog
● タイプ 1：outputting message の実行例
［実行サンプルタイプの選択］画面で「Sample for outputting message from the
servlet」タイプを選んだ場合の画面遷移とログファイルの出力例を示します。
タイプ選択後，表示された［入力］画面で次の値を入力します。
• ロガー名：com.example.userlogger1
• メッセージ：AAA
• メッセージレベル：SEVERE（致命的）
次に，タイプ 1 を選択した場合の［入力］画面を示します。
図 K-36 ［入力］画面（タイプ 1：ユーザログのサンプルプログラム）

入力後，
［send］ボタンをクリックすると，［入力結果表示］画面が表示されます。
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図 K-37 ［入力結果表示］画面（タイプ 1：ユーザログのサンプルプログラム）

この例では，logfileA と logfileB に出力されます。
logfileA の出力結果を示します。
0310 2005/01/21 20:37:53.296
userlog_app
00922804 01000BCF Msg_100
2005/01/21 20:37:53|UserLogServlet|doPost|致命的|AAA

logfileB の出力結果を示します。
0888 2005/01/21 19:41:03.609
AAA

userlog_app

00922804 009B6220 Msg_100

● タイプ 2：outputting the entered numbers and total value の実行例
［実行サンプルタイプの選択］画面で「Sample for outputting the entered numbers
and total value from AdderEJB」タイプを選んだ場合の画面遷移とログファイルの出
力例を示します。
タイプ選択後，表示された［入力］画面で次の値を入力します。
• ロガー名：com.example.userlogger1
• 入力数：10
次に，タイプ 2 を選択した場合の［入力］画面を示します。
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図 K-38 ［入力］画面（タイプ 2：ユーザログのサンプルプログラム）

入力後，
［send］ボタンをクリックすると，［入力結果表示］画面が表示されます。
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図 K-39 ［入力結果表示］画面（タイプ 2：ユーザログのサンプルプログラム）

この例では，logfileA だけに出力されます。
logfileA の出力結果を示します。
0324 2005/01/21 20:38:59.500
userlog_app
00922804 015C998A
Adder_200
2005/01/21 20:38:59|AdderEJB|add|情報|inputNumber = 10
0327 2005/01/21 20:38:59.500
userlog_app
00922804 015C998A
Adder_201
2005/01/21 20:38:59|AdderEJB|getTotal|情報|total = 10

● タイプ 3：outputting exception logs の実行例
［実行サンプルタイプの選択］画面で「Sample for outputting exception logs from the
servlet」タイプを選んだ場合の画面遷移とログファイルの出力例を示します。
タイプ選択後，表示された［入力］画面で次の値を入力します。
• ロガー名：com.example.userlogger2
次に，タイプ 3 を選択した場合の［入力］画面を示します。
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図 K-40 ［入力］画面（タイプ 3：ユーザログのサンプルプログラム）

入力後，
［send］ボタンをクリックすると，［入力結果表示］画面が表示されます。
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図 K-41 ［入力結果表示］画面（タイプ 3：ユーザログのサンプルプログラム）

この例では，logfileC だけに出力されます。
logfileC の出力結果を示します。
1077 2005/01/21 19:55:19.328
userlog_app
message:Exception
LEVEL:SEVERE

00922804 006458A6 Exp_300

（h） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。

（i） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)

付録 K.7

J2EE サーバの終了」を参照してください。

Web アプリケーションのサンプルプログラム

Web アプリケーションのサンプルプログラムは，次のディレクトリに格納されます。
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples¥webapps
サンプルプログラムの概要と実行手順を示します。
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（1） Web アプリケーションのサンプルプログラムの概要
Web アプリケーションのサンプルとして，Servlet 2.4 仕様に準じたサーブレットおよび
JSP のサンプルプログラムを利用できます。ここでは，前提事項，サンプルプログラム
の種類，およびサンプルプログラムの構成について説明します。
（a） 前提事項
Web アプリケーションのサンプルプログラムの前提事項を次に示します。
• Web アプリケーションのバージョンは，Servlet 2.4 であること。
• J2EE サーバモードで実行すること。
また，Web アプリケーションのサンプルプログラムでは，JSTL 1.1 を使用します。
JSTL 1.1 はサンプルに含まれないため，別途用意する必要があります。
（b） サンプルプログラムの種類
提供するサンプルプログラムの種類を次に示します。
サーブレット
• 「Hello World」の表示
• HTTP リクエスト情報の表示
• HTTP ヘッダの表示
• HTTP リクエストのパラメタ表示
• Cookie 操作
• HTTP セッションの操作
JSP
• Expression Language ※ 1
• シンプルタグハンドラ，JSP フラグメント
• タグファイル※ 1
• XML シンタックスの JSP ※ 1 ※ 2
• その他 JSP2.0 仕様の機能
• JSP1.2 仕様の機能
注※ 1
JSTL を使用するサンプルプログラムです。JSTL をインストールしていない場合，
JSP のコンパイルで失敗し，JSP を実行できません。
注※ 2
このサンプルでは，実行結果として SVG 形式のデータを返します。SVG 形式の
データをブラウザで表示するには，SVG に対応したブラウザが必要です。
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（c） サンプルプログラムの構成
Web アプリケーションのサンプルプログラムは，展開ディレクトリ形式のアプリケー
ションとしてそのまま使用できます。次に，<Cosminexus のインストールディレクトリ
>¥CC¥examples¥webapps 以下のを示します。
図 K-42 webapps ディレクトリ以下の構成

以降に説明する Web アプリケーションのサンプルプログラムの実行手順では，
<Cosminexus のインストールディレクトリ >¥CC¥examples の下にある webapp ディレ
クトリを，<webapps ディレクトリ > と表記します。
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（2） Web アプリケーションのサンプルプログラムの実行手順
サンプルプログラムの実行手順を示します。この手順では，次の機能を使用します。
• 展開ディレクトリ形式のデプロイ
• JSP の事前コンパイル
（a） JSTL1.1 のインストール
JSTL 1.1 で提供される jstl.jar および standard.jar を次のディレクトリ以下に配置しま
す。
<webapps ディレクトリ >¥app¥webapp-examples¥WEB-INF¥lib
（b） サンプルプログラムのコンパイル
サンプルで提供するバッチファイル（compile.bat）を使用して，Web アプリケーション
のサーブレット，フィルタ，リスナ，JavaBeans の Java ソースファイル，および JSP
ファイルをコンパイルします。
なお，サーブレットやフィルタなど Java ソースファイルは javac コマンドが使用され，
JSP ファイルのコンパイルには，cjjspc コマンドが使用されます。
（c） J2EE サーバのセットアップ
「付録 K.1(1)

J2EE サーバのセットアップ」を参照してください。

（d） J2EE サーバのカスタマイズ
「付録 K.1(2)

J2EE サーバのカスタマイズ」を参照してください。

（e） J2EE サーバの起動
「付録 K.1(3)

J2EE サーバの起動」を参照してください。

（f） ユーザ，ロールの登録
サンプルで提供するバッチファイル（setupUsers.bat）を使用して，ユーザおよびロー
ルを登録します。このバッチファイルでは，J2EE サーバ名「MyServer」の J2EE サー
バに対し，ユーザの登録とロールの登録の処理が実行されます。
このバッチファイルで実行される処理の内容を示します。
1. cjaddsec コマンドが実行され，次のユーザが登録されます。
ユーザ１：ユーザ名「user1」，パスワード「passwd1」
ユーザ２：ユーザ名「user2」，パスワード「passwd2」
2. cjaddsec コマンドが実行され，ロール「role1」とロール「role2」が登録されます。
3. cjmapsec コマンドが実行され，次のマッピングが登録されます。
マッピング１：ロール「role1」とユーザ「user1」
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マッピング２：ロール「role2」とユーザ「user2」
ここで登録したユーザ名とパスワードは，JSP のサンプルページの「Security」で使用
します。
（g） アプリケーションのデプロイ
「付録 K.1(5)

アプリケーションのインポート，設定，および開始」を参照してくださ

い。
（h） アプリケーションの実行
ブラウザを起動し，URL に次の文字列を指定して Web アプリケーションのトップペー
ジにアクセスします。
http://< マシン名 >/examples
ポート番号をカスタマイズしている場合は，< マシン名 > のあとに，
「:< ポート番号 >」
を指定してください。
J2EE サーバを起動したホストからアクセスする場合は，次のように指定します。
http://localhost/examples
アクセスに成功すると，次のようなトップ画面が表示されます。
図 K-43 Web アプリケーションのサンプルプログラムの実行例

（i） アプリケーションのアンデプロイ
「付録 K.1(6)

アプリケーションの停止，削除」を参照してください。
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（j） J2EE サーバの終了
「付録 K.1(7)
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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。
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ua.conf（統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル）
JAAS 対応ユーザ管理，およびシングルサインオンの機能を使用するための設定ファイルです。

uCosminexus Batch Job Execution Server
オープン環境で基幹系のバッチ業務を実行・運用するためのバッチジョブ実行基盤を提供する製品
です。JP1/AJS2 とあわせて使用します。

uCosminexus Client
EJB クライアント環境を構築するための製品です。

uCosminexus Operator
Application Server をインストールしたマシンとは別のマシンから，GUI（Eclipse プラグイン）画
面を使用して運用操作を実行するための製品です。例えば，実行環境が UNIX の場合に，別の
Windows のマシンで Eclipse プラグインの GUI による運用管理操作を実行したいときに，この製品
を使用します。

usrconf.properties（ユーザプロパティファイル）
J2EE サーバ，バッチサーバ，Web コンテナサーバ，またはサーバ管理コマンドで使用する
JavaVM のシステムプロパティを定義するファイルです。

WAR ファイル
Web アプリケーションの構成要素を JAR ファイル形式に圧縮したファイルです。
Web アプリケーション実行に必要な HTML ファイル，JSP ページ，Java クラスファイル，JAR
ファイル，および Web アプリケーション配置記述子が含まれます。

Web アプリケーション
Web ブラウザを備えたクライアントを対象に作成されたアプリケーションです。具体的には，サー
ブレットプログラム，JSP ページ，HTML/XML ドキュメントなどの集合体です。

Web コンテナ
J2EE アーキテクチャの Web コンポーネント規約を実装するコンテナです。セキュリティ，トラン
ザクションなどの各種サービスを提供する実行環境です。Web アプリケーションは，Web コンテナ
上で動作します。
Java Servlet2.4 仕様，および JavaServer Pages Specification v2.0 仕様に準拠した Web アプリケー
ションを実行できます。

Web コンテナサーバ
サーブレットエンジンモードで動作するサーバを指します。

Web サーバ
Web ブラウザからのリクエスト受信および Web ブラウザへのデータ送信に関連する処理を実行する
プログラムです。Cosminexus では，Hitachi Web Server，Microsoft IIS，またはインプロセス
HTTP サーバを使用できます。インプロセス HTTP サーバは，J2EE サーバプロセス内で動作する
Web サーバです。
なお，Management Server を利用する場合，Hitachi Web Server は論理サーバとして扱えます。
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Web サーバ連携
アプリケーションサーバで使用する Web サーバとして，Hitachi Web Server または Microsoft IIS
を使用する方法です。
Hitachi Web Server または Microsoft IIS に Cosminexus Component Container が提供するリダイ
レクタモジュールを組み込んで使用します。

Web システム
1 台の負荷分散機（ロードバランサ）と複数の Web サーバおよびアプリケーションサーバで構築さ
れる Web クラスタシステムで，単一の業務サービスを提供します。

（ア行）
アーカイブ形式
EJB やサーブレットなどのアプリケーションの実体を J2EE サーバの作業ディレクトリに持つ
J2EE アプリケーションの形式です。

アウトプロセス
プロセスの起動のしかたです。アウトプロセスで起動させると，J2EE サーバのプロセス外で実行し
ます。アウトプロセスでネーミングサービスを使用する場合，CORBA ネーミングサービスはユー
ザが起動する必要があります。

アセンブル
単体では動作しない EJB-JAR をアプリケーションの 1 構成要素として位置づけるための組み立て
作業のことです。

アノテーション
ソースコードにクラスやメソッドの付加情報などを埋め込むための記述方式です。

アプリケーションサーバ
情報システムの中間に位置し，ユーザの要求（プレゼンテーション層）とデータベースなどの業務
システム（データ層）の処理を橋渡しするためのアプリケーション層を構築するためのミドルウェ
アです。
日立のアプリケーションサーバ Cosminexus は，業務の開発から運用まで一貫した環境を提供しま
す。

アプレット
Web 経由で読み手のマシンのブラウザ上にダウンロードされる Java プログラムです。

イベントリスナ
イベントを受け取って処理するオブジェクトです。Application Server では，Web アプリケーショ
ン単位でサーブレットコンテキストオブジェクトまたはセッションオブジェクトの状態変化イベン
トを受け取ります。

インプロセス
プロセスの起動のしかたです。インプロセスで起動させると，J2EE サーバのプロセス内で実行する
ように最適化されるので，パフォーマンスの高いシステムが実現できます。ネーミングサービス，
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トランザクションサービスおよび HTTP サーバ機能をインプロセスで起動できます。このとき，
CORBA ネーミングサービス，インプロセス OTS およびインプロセス HTTP サーバは，J2EE サー
バ起動時に自動で起動されます。

インプロセス HTTP サーバ
J2EE サーバのインプロセスで動作する Web サーバ機能です。Web コンテナの機能の一部として提
供されます。

運用監視エージェント
ホスト上で動作する論理サーバの稼働状況を監視して，稼働情報を収集するエージェントプログラ
ムです。

運用管理エージェント
運用管理者の代わりに，それぞれのホスト上の論理サーバを起動したり，設定ファイルを更新した
りするエージェントプログラムです。

運用管理コマンド（mngsvrutil）
Management Server を操作するための CUI です。

運用管理サーバ
Smart Composer 機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，Management
Server を配置したホストです。運用管理ドメイン内の各ホストに配置されている運用管理エージェ
ントに対して，管理操作を指示します。

運用管理サーバモデル
Smart Composer 機能または運用管理ポータルでシステムを構築している場合に，アプリケーショ
ンサーバとは別の運用管理用のホストに Management Server を配置するシステム構成モデルです。

運用管理ドメイン
Management Server が管理する論理サーバの集合です。同じ運用管理ポリシーが適用されます。

運用管理ポータル
Management Server を操作するための GUI です。Web ブラウザで表示します。

運用管理ポリシー
運用，監視，セキュリティなど，運用管理に関するポリシーです。

エラーページのカスタマイズ
Web クライアントから存在しないリソースへのアクセスなどがあった場合に，Web コンテナから返
却されるエラーページをユーザが作成した任意のページに変更して表示させる機能です。

（カ行）
ガーベージコレクション制御機能
リソースの排他中にガーベージコレクションの実行を待ち状態にする機能です。リソースの排他中
にフルガーベージコレクションが発生し，処理が長時間中断されるのを回避できます。ガーベージ
コレクション制御機能は，バッチサーバの場合に使用できます。
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カスタムジョブ
JP1/AJS2 以外のプログラムと JP1/AJS2 が連携するジョブを定義する場合に，目的のジョブを容易
に作成するために使用できるジョブのテンプレートです。Windows の場合，Cosminexus では，
「論
理サーバ制御用カスタムジョブ」と「アプリケーション制御用カスタムジョブ」の 2 種類を提供し
ています。

カスタムログインモジュール
Cosminexus 標準ログインモジュール以外を使用して，各アプリケーションのユーザ認証をしたい
場合に作成する実装クラスです。

仮想サーバ
負荷分散機で複数の実サーバを管理するための仮想的なサーバです。負荷分散機では，クライアン
トから仮想サーバにアクセスされたトラフィックを，実サーバに自動分配します。

稼働情報収集機能
J2EE サーバやバッチサーバ内の各機能の稼働情報を定期的に収集し，ファイルに出力する機能で
す。出力されたファイルを稼働情報ファイルといいます。

簡易 Web サーバ
Web コンテナを HTTP サーバとして使用して，スタブなどのダウンロードに利用する機能です。イ
ンプロセス HTTP サーバとは異なり，実運用時にはスタブのダウンロード以外の目的では使用でき
ません。
Management Server を利用する場合は，
「管理用サーバ」という名称で扱います。

監査証跡
データベースの機能で出力する，データベースに対する操作記録のことです。データベースに対す
る権限の運用が適切に行われているかどうかをチェックするために使用します。Cosminexus では，
監査証跡に Cosminexus システムの情報を出力するためのデータベース監査証跡連携機能を提供し
ています。

監査ログ
システム構築者やシステム運用者が Cosminexus のプログラムに対して実行した操作，およびその
操作に伴うプログラムの動作の履歴が出力されるファイルです。監査者が監査ログを調査すること
で，
「いつ」「だれが」
「何をしたか」を知ることができて，システムの運用が法規制，セキュリティ
評価基準，または業界ごとの各種の基準に準拠していることを証明できます。

監視ツリー
JP1/IM 連携をしている場合に，統合スコープに表示するツリーのことです。Cosminexus システム
では，監視ツリーとして，Cosminexus 業務指向ツリーとサーバ指向ツリーの 2 種類を作成する機
能を提供しています。

管理対象オブジェクト（AdminObject）
Connector 1.5 仕様で定義された，キューやトピックなどを使用したメッセージの送受信で使用する
オブジェクトです。メッセージ送信や，同期または非同期でのメッセージ受信でのメッセージ変換
で使用します。
管理対象オブジェクトは，メッセージプロバイダごとに特有のオブジェクトです。リソースアダプ
タが使用する管理対象オブジェクトは，リソースアダプタの DD（ra.xml）の <adminobject> タグ
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で指定します。

機能レイヤ
性能解析トレース収集をする場合に，PRF トレースを出力する機能の層です。EJB クライアント，
リダイレクタ，Web コンテナ，CTM，EJB コンテナ，JNDI，JTA，JCA/JDBC などがあります。

業務指向ツリー
JP1/IM と連携している場合に統合スコープに表示する監視ツリーの一つです。Cosminexus システ
ム上で稼働している J2EE アプリケーションを主体に構成されている監視ツリーです。どの業務で
問題が発生しているか，業務の視点でトラブルを監視できます。

業務処理プログラム
ビジネスロジックを実装した Enterprise Bean のことです。

共有スレッド数
Web コンテナ上にデプロイされている Web アプリケーションで共有されるスレッド数です。

クライアントアプリケーション情報
性能解析トレースに出力される情報です。次に示す Enterprise Bean を呼び出す単位で設定される
情報です。
• Web コンテナから EJB コンテナの呼び出し
• EJB クライアントから EJB コンテナの呼び出し
• EJB コンテナから EJB コンテナの呼び出し

クラスタ
ある共通の機能を提供するサーバの集合です。
Management Server では，J2EE サーバクラスタまたは Web サーバクラスタを論理サーバとして
扱えます。

クラスタソフトウェア
システムの信頼性向上，稼働率向上を目的として，システムの切り替えを実現するプログラムです。
実行中のサーバシステムに障害が発生した場合，事前に待機しているサーバシステムに，直ちに自
動で切り替えることができます。そのため，オペレータが特に意識することなく，システムの信頼
性や稼働率を高められます。
Cosminexus では，クラスタソフトウェアを使用して，1:1 系切り替えシステム，N:1 リカバリシス
テム，および相互系切り替えシステムを実現できます。
AIX，HP-UX または Linux を使用している場合は，クラスタソフトウェアとして HA モニタが使用
できます。Windows の場合は，クラスタソフトウェアとして Microsoft Cluster Service が使用でき
ます。

グローバル CORBA ネーミングサービス
CTM によってリクエストをスケジューリングする場合に，CTM ドメイン内に含まれる複数の
J2EE サーバに登録されている業務処理プログラム（Stateless Session Bean）の情報を共有管理す
るネーミングサービスです。

グローバルセッション
セッションフェイルオーバ機能では，障害発生前の HTTP セッションと，障害発生後に引き継がれ

1036

付録 L

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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ustom. ＜エラーページカスタマイズ定義名
＞ .redirect_url 355
webserver.connector.inprocess_http.error_c
ustom. ＜エラーページカスタマイズ定義名
＞ .request_url 356
webserver.connector.inprocess_http.error_c
ustom. ＜エラーページカスタマイズ定義名
＞ .status 355
webserver.connector.inprocess_http.error_c
ustom.list 355
webserver.connector.inprocess_http.gatewa
y.host 362
webserver.connector.inprocess_http.gatewa
y.https_scheme 362
webserver.connector.inprocess_http.gatewa
y.port 362
webserver.connector.inprocess_http.init_thr
eads 339
webserver.connector.inprocess_http.keep_st
art_threads 339
webserver.connector.inprocess_http.limit.m
ax_headers 341
webserver.connector.inprocess_http.limit.m
ax_request_body 341
webserver.connector.inprocess_http.limit.m
ax_request_header 341
webserver.connector.inprocess_http.limit.m
ax_request_line 341
webserver.connector.inprocess_http.max_co
nnections 338
webserver.connector.inprocess_http.max_ex
ecute_threads 149,348
webserver.connector.inprocess_http.max_sp
are_threads 339
webserver.connector.inprocess_http.min_sp
are_threads 339
webserver.connector.inprocess_http.permitt
ed.hosts 340
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webserver.connector.inprocess_http.persist
ent_connection.max_connections 349

webserver.jsp.compile.backcompat 134
webserver.jsp.keepgenerated 134

webserver.connector.inprocess_http.persist
ent_connection.max_requests 349

webserver.jsp.precompile.jsp_work_dir 134
webserver.jsp.translation.backcompat.custo

webserver.connector.inprocess_http.persist
ent_connection.timeout 349

mAction.declareVariable 135
webserver.jsp.translation.backcompat.tag.n

webserver.connector.inprocess_http.receive
_timeout 351

oCheckRtexprvalue 135
webserver.jsp.translation.backcompat.tag.r

webserver.connector.inprocess_http.redirect

texprvalueTerminate 135
webserver.jsp.translation.backcompat.tagli

. ＜リダイレクト定義名＞ .file 359
webserver.connector.inprocess_http.redirect
. ＜リダイレクト定義名＞ .file.content_type
359
webserver.connector.inprocess_http.redirect
. ＜リダイレクト定義名＞ .redirect_url 359
webserver.connector.inprocess_http.redirect
. ＜リダイレクト定義名＞ .request_url 359
webserver.connector.inprocess_http.redirect
. ＜リダイレクト定義名＞ .status 359
webserver.connector.inprocess_http.redirect
.list 358
webserver.connector.inprocess_http.rejectio
n_threads 344
webserver.connector.inprocess_http.respons
e.header.server 353
webserver.connector.inprocess_http.send_ti
meout 351
webserver.connector.redirect_https.port
135,909
webserver.container.server_id.enabled 133
webserver.container.server_id.name 133
webserver.container.server_id.value 133
webserver.container.thread_control.enabled
150
webserver.container.thread_control.queue_
size 150
webserver.context.check_interval 163
webserver.context.reload_delay_timeout
165
webserver.context.update.interval 164
webserver.http.request.encoding 133

b.noCheckPrefix 135
webserver.jsp.translation.backcompat.useB
ean.noCheckClass 135
webserver.jsp.update.interval 164
webserver.logger.access_log.< フォーマット
名 > 218
webserver.logger.access_log.format_list 218
webserver.logger.access_log.inprocess_http.
enabled 218
webserver.logger.access_log.inprocess_http.
filename 218
webserver.logger.access_log.inprocess_http.
filenum 218
webserver.logger.access_log.inprocess_http.
filesize 218
webserver.logger.access_log.inprocess_http.
usage_format 218
webserver.logger.communication_trace.inpr
ocess_http.filenum 219
webserver.logger.thread_trace.inprocess_ht
tp.filenum 219
webserver.session.server_id.enabled 133
webserver.session.server_id.value 133
webserver.static_content.cache.enabled
155
webserver.static_content.cache.filesize.thre
shold 155
webserver.static_content.cache.size 155
webserver.static_content.encoding.extensio
n 133

webserver.http.response.encoding 133

webserver.work.clean 135,147,909
webserver.work.directory 147,909

webserver.jsp.check_interval 163

webserver.xml.validate 134,147
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Web アプリケーション 1032

Web サーバ 1032

Web アプリケーション（JSP 関連）のディ
レクトリ構成 83

Web サーバで使用するホストの固定 136
Web サーバとの連携の設定（J2EE アプリ

Web アプリケーション（その他）のディレク
トリ構成 84

ケーションを実行するシステム） 297
Web サーバとの連携の設定（Web リダイレ

Web アプリケーションのアンデプロイ 938
Webアプリケーションのサンプルプログラム
1015

クタ環境の場合） 719
Web サーバのログ取得の設定 213

Web アプリケーションの設定情報の削除
275
Web アプリケーションのディレクトリ構成
940
Web アプリケーションのデプロイ 936
Web アプリケーションのユーザログ出力
910
Web アプリケーションのユーザログ出力の設
定 932
Webクライアントからのアクセス制御の設定
340
Web クライアントからの接続数とリクエスト
処理スレッド数の制御の設定 338
Webクライアントからの接続数の制御の設定
338
Web クライアントからの同時接続数の制御の
設定 344
Web クライアントとの通信制御の設定 349
Web クライアントへのレスポンスのカスタマ
イズ 353
Web コンテナ 1032
Web コンテナサーバ 1032
Web コンテナサーバの作業ディレクトリ
940
Web コンテナサーバのセットアップ 906
Web コンテナサーバの動作設定のカスタマイ
ズ 907
Web コンテナサーバのログ取得の設定 920
Web コンテナ単位での同時実行スレッド数の
制御 908
Web コンテナにゲートウェイ情報を通知する
ための設定 326,362,745
Web コンテナの機能を使用するための J2EE
アプリケーションの設定 410
Web コンテナの通信タイムアウト 136,909

Web サーバ連携 1033
Web システム 121,502,1033
Web リダイレクタ環境の構築 719
Web リダイレクタ環境の構築（Web
Redirector） 6
Windows Vista 使用時の注意事項 19
workers.properties 300,722

あ
アーカイブ形式 1033
アウトプロセス 1033
アクセスを許可するホストの制限の設定 340
アセンブル 1033
アップグレード時の Hitachi Web Server の
設定 330,755
アノテーション 1033
アノテーションの参照を抑止する設定 160
アプリケーションサーバ 1033
アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系
切り替えシステムの設定（UNIX の場合）
656
アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系
切り替えシステムの設定（Windows の場合）
592
アプリケーションサーバを対象にした 1:1 系
切り替えシステムの設定手順 592,656
アプリケーションの更新検知とリロードの設
定 913
アプリケーションのユーザログ出力の設定
243
アプリケーションのユーザログ出力例 246
アプレット 1033
アンインストール方法 40
暗号鍵ファイルの作成 478
暗号鍵ファイルの作成（シングルサインオン
を使用する場合） 478
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暗号鍵ファイルの変更 478

え

い

エラーページのカスタマイズ 1034
エラーページのカスタマイズの設定
321,354,740

移行コマンドで作成されたバックアップの削
除 845
移行前の確認 826
一次送付資料 193

お

イベントリスナ 1033
インストールとアンインストール 33

オブジェクトクラスとユーザ定義属性の拡張
472

インストールと初期設定 23
インストールと初期設定の流れ 24
インストール方法 33
インプロセス 1033
インプロセス HTTP サーバ 133,1034
インプロセス HTTP サーバの IP アドレスの
設定 352
インプロセス HTTP サーバのアクセスログ
のカスタマイズ 363
インプロセス HTTP サーバの通信タイムア
ウトの設定 350
インプロセス HTTP サーバのログ取得の設
定 218
インプロセストランザクションサービスへの
移行 857

う
運用監視エージェント 1034
運用管理エージェント 1034
運用管理エージェントによる論理サーバの監
視に関する設定 117
運用管理コマンド 1034
運用管理サーバ 1034
運用管理サーバモデル 1034
運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替え
システムの設定（UNIX の場合） 670
運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替え
システムの設定（Windows の場合） 606
運用管理サーバを対象にした 1:1 系切り替え
システムの設定手順 606,670
運用管理ドメイン 121,502,1034
運用管理ポータル 1034
運用管理ポリシー 1034
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か
ガーベージコレクション制御機能 1034
拡張 MIB オブジェクト定義ファイルの登録
568
拡張スレッドダンプ 240,930
カスタムジョブ 551,1035
カスタムログインモジュール 1035
仮想サーバ 1035
稼働状況監視のサンプリング時間の設定 569
稼働情報収集機能 144,515,1035
稼働情報ファイル 178,521
稼働情報ファイルの取得とイベント発行の設
定 178,521
稼働性能監視の設定 566
簡易 Web サーバ 1035
簡易 Web サーバ機能を使用するかどうかの
設定 910
簡易 Web サーバへのアクセス許可 910
簡易構築定義ファイル 112,500
環境変数の設定 43
監査証跡 1035
監査ログ 1035
監査ログ出力の設定 185
監査ログの収集 / 一元管理（JP1/NETM/
Audit との連携） 552
監査ログの収集 / 一元管理の設定 583
監視ツリー 1035
監視ツリーの自動生成 556
監視ツリーの自動生成の設定 553
管理機能用の Web アプリケーション 917
管理者特権で実行する必要がある操作 19
管理対象オブジェクト（AdminObject）
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管理用サーバ 137

き
機能レイヤ 1036
旧バージョンからの仕様変更の確認
798,945
業務指向ツリー 1036
業務処理プログラム 1036
共有スレッド数 1036

く
クライアントアプリケーション情報 1036
クライアント証明書と認証局（CA）の証明
書の取得 333,757
クライアント認証の設定 332,757
クラスタ 1036
クラスタアドミニストレータでのクラスタ
サーバの環境設定 602,619,631,652
クラスタサーバの環境設定
595,609,626,642,659,673,687,705
クラスタソフトウェア 1036
グローバル CORBA ネーミングサービス
1036
グローバルセッション 1036
グローバルセッション ID 1037
グローバルセッション ID の送信に使用する
Cookie の名称 432
グローバルセッション ID の送信に使用する
URL のパスパラメタ名 432
グローバルセッション情報 423,1037
グローバルセッション情報として指定できる
セッション情報 424
グローバルセッション情報として指定できる
セッション情報のデータ型 424
グローバルセッション情報の最大サイズ 426
グローバルセッション情報の種別 425
グローバルセッション情報のロック待ちタイ
ムアウト 433
グローバルセッション情報を格納する SFO
サーバの名称 430
グローバルセッションの制御方法 431
グローバルトランザクション 1037

け
系 590,1037
計画系切り替え 1037
系切り替え 1037
系障害 1037
ゲートウェイ指定機能 1037
現用系 590,1037
現用系から予備系への Management Server
の設定情報のコピー 611,675

こ
更新検知のインターバル 914,916
構築済み実行環境の切り替え手順 96
構築済み実行環境を切り替えるための準備
90
構築する環境の概要 2
コネクションアソシエーション 142,514
コネクション管理スレッド 407,548
コネクション枯渇時のコネクション取得待ち
406,548
コネクションシェアリング 414
コネクションスイーパ 406,548,1037
コネクション数調節機能 407,548
コネクションの最小値と最大値 406,547
コネクションの自動クローズ 142
コネクションの取得リトライ 406,548
コネクションの障害検知 406,548
コネクションプーリング 1037
コネクションプーリングの設定 917
コネクションプールのウォーミングアップ
406,548
コマンドによる登録 474,479
コミットオプション 1038
コンソールログの取得の設定 221
コンテキスト 1038
コンテキストルート 1038
コンテナ拡張ライブラリ 908,1038
コンテナ拡張ライブラリの設定 168,910
コンテナ拡張ライブラリを使用するための設
定 64
コンフィグレーションファイルの作成 481
コンフィグレーションファイルの設定例 483
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サーバ管理コマンド 1038
サーバ管理コマンドでのアーカイブ形式の
J2EE アプリケーションの作成 399

シェルスクリプトファイルの作成 706
システム内に複数の SFO サーバを配置する
場合の設定例 431

サーバ管理コマンドによるサンプル実行環境
の構築，運用手順 967

システムの可用性を高める設定 257
システムの起動と停止の設定 109

サーバ管理コマンドの動作設定のカスタマイ
ズ 374

システムの構成定義 121,502
システムの自動運転の設定（JP1/AJS2，

サーバ起動・停止フック機能 1038
サーバ指向ツリー 1038

JP1/AJS2 - SO との連携） 551
システムの集中監視および構成情報の定義・

サーバ対応の環境設定 666,680,692,711
サーバマネジャからServer Plug-inへの移行
863

管理の設定（JP1/IM との連携） 550
システムモニタの設定内容 234

サービス閉塞 1038

システム例外発生時のクライアントトランザ
クションの動作 141

サービスユニット 1038
サーブレット 1039

システムログの出力先や出力レベルの変更
782

サーブレットエンジンモード 1039
サーブレットエンジンモードでのシステム構
築 900

実行環境に対する GUI 操作環境の構築
（uCosminexus Operator） 7
実行系 590,1039

サーブレットエンジンモードの移行情報 941
サーブレットエンジンモードの利用（互換用

実行系の汎用スクリプトファイルの関数 646
実行系の汎用スクリプトファイルの作成 643

機能） 900
サーブレットフィルタ 1039

実行系の汎用スクリプトファイルの変数 647
実行待ちキュー 1039

サーブレットフィルタの組み込み 417
再コンパイル機能を使用するための設定 916

実パラメタ 1039
自動系切り替え 1039

再コンパイルに関する設定 916
作業ディレクトリのパス長の見積もり式
85,88,941

シナリオ 1039
手動による定義などの修正 831

サブディレクトリ共有モード 780

障害監視の設定 558
障害検知時コマンド 197,530

サブディレクトリ専有モード 780
サンプルプログラム一覧（Enterprise Bean

障害検知時コマンドによる資料取得の設定
197,530

の種類と動作内容） 970
サンプルプログラムで使用する JMS の設定
975

ジョブ 1039
ジョブによるシステムの自動運転の設定 570
ジョブネット 1039

サンプルプログラムで使用するデータベース
の設定 973

ジョブの定義 573
シングルサインオン 1040

サンプルプログラムで使用するメールの設定
974

シングルサインオン情報リポジトリ 1040
シングルサインオンライブラリ 1040

サンプルプログラムのクライアントの種類
976

す
推奨機能への移行 857
スケールアウト 1040
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スケールイン 1040

相互系切り替えシステムの設定（Windows

スケジュールキュー 1040
スケジュールの定義 581

の場合） 622
相互系切り替えシステムの設定手順
622,683

スケジュールポリシー 1040
ステータスファイルの格納ディレクトリ 141

相互スタンバイ 1041

ステートメントキャンセル 406,547
スマートエージェント 1040

相互スタンバイ構成 622,683
属性ファイルの記述例 434

スマートエージェントが使用する通信ポート
142

た

せ

待機系 590,1041
待機系の汎用スクリプトファイルの関数 651

静的コンテンツ 1040
静的コンテンツのキャッシュ 136,909

待機系の汎用スクリプトファイルの作成 648
待機系の汎用スクリプトファイルの変数 651

静的コンテンツのキャッシュの設定 155
性能解析トレース 1040

ち

性能解析トレースファイル 1040
製品の導入手順 26
セキュリティアイデンティティ 372,1040
セキュリティ管理 135
セキュリティポリシーの設定 245
セッション 1041
セッション管理 133

抽象パラメタ 1041
直列化可能クラスのオブジェクトであるセッ
ション情報の引き継ぎ許可 434

つ
通常モード 1042

セッション情報の引き継ぎを行う J2EE サー
バの設定 264

通信タイムアウトの設定 315,734
通信路の暗号化レベルの要請 135,909

セッション情報の引き継ぎを行う Web アプ
リケーションの設定変更 274

て

セッション情報ファイル 915
セッションフェイルオーバ機能 259,1041
セッションフェイルオーバサーバ 1041
セッションフェイルオーバ用フィルタ 417
セッションフェイルオーバ用フィルタの Web
アプリケーションへの組み込み 420
セッションフェイルオーバ用フィルタの設定
420
セットアップウィザード 1041
占有スレッド数 150,152,1041

そ

定義などのバックアップ 826
データソース 1042
データソースの設定 896
データベース監査証跡との連携の設定 183
データベース監査証跡連携機能 183
データベースコネクション確立までの待ち時
間 406,547
テストモード 1042
テストモードでの J2EE アプリケーションの
設定の流れ 401
デプロイ 1042

相互系切り替えシステム 1041

展開ディレクトリ形式 1042
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケー

相互系切り替えシステムの設定（UNIX の場
合） 683

ション 139
展開ディレクトリ形式の J2EE アプリケー
ションの設定 161
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統合コンソール 1042
統合スコープ 1042
統合ネーミングスケジューラサーバ 1042

ネーミング管理の機能を使用するための設定
413

統合ネーミングスケジューラサーバモデル
1042
統合ユーザ管理 1042
統合ユーザ管理 GUI 1042
統合ユーザ管理機能の設定 933
統合ユーザ管理のコンフィグレーションファ
イル 1032
統合ユーザ管理フレームワーク 1043
統合ユーザ管理フレームワークのライブラリ
による登録 474,479
統合ログ 220
動作確認用 HTTP メソッドの設定 119
動作モード 1043
同時実行スレッド数設定の指針 153
同時実行スレッド数の制御の設定 149,347
動的コンテンツ 1043
登録するユーザ情報の文法 475,480
ドメイン名指定でトップページを表示するた
めの設定 325,744
ドメイン名指定でのトップページの表示 937
トランザクションサービス 1043
トランザクションサポートレベル 406,547
トランザクションタイムアウト 414
トランザクションタイムアウト（J2EE サー
バ単位） 142
トランザクションタイムアウト（バッチサー
バ単位） 514
トランザクションの種類 141
トランザクションのタイムアウト 141,514
トランザクションのリカバリ 141
トランザクションマネジャ 1043
トレース取得ポイント 1043

に
二次送付資料 193

ネーミング切り替え 1043
ネーミングサービス 1043
ネーミングサービスの通信タイムアウト
140,513,908
ネーミングのキャッシング 140,513,908

は
バインド先アドレス設定機能 352,1043
バッチアプリケーション 1044
バッチアプリケーションを実行するシステム
の構築の流れ 14
バッチサーバ 1044
バッチサーバで設定できる主な項目 510
バッチサーバとしてサーバを構築するための
設定 510
バッチサーバの作業ディレクトリ 87
バッチサーバの作業ディレクトリの構成 87
バッチサーバの通信ポートと IP アドレスの
固定 512
バッチサーバの動作設定として必ず設定する
項目 510
バッチサーバの動作設定として必要に応じて
設定する項目 510
バッチサーバの動作設定の方法 506
バッチサーバのログ取得の設定 532
パフォーマンストレーサ 1044
ハンドラ 1044
汎用スクリプトファイルの関数
600,615,630
汎用スクリプトファイルの作成
598,613,628
汎用スクリプトファイルの変数
601,616,631
汎用スクリプトファイルの例 598

ひ
ビジネスインタフェース 1044
日立 JavaVM ログファイル 240,930
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日立固有の JavaVM ログ取得の設定
240,930
日立トレース共通ライブラリ
243,533,932,1044
日立トレース共通ライブラリ形式
243,533,932

メソッドキャンセル機能 1045
メソッドタイムアウト機能 1045
メッセージインフロー 1045
面数 1046
メンバリソースアダプタ 1046

非保護区 1044

ゆ

秘密鍵の作成と認証局が発行した証明書の取
得 331,755

有効な HTTP メソッドの制限の設定 342
ユーザ JP1 イベントの推奨設定 562

ふ

ユーザ指定名前空間機能
375,376,414,1046

ファイルのデプロイ 494
フィルタの追加 418

ユーザ情報 1046
ユーザ情報の登録 474

フィルタのマッピング 419
プール管理情報設定ファイル 917

ユーザ情報の登録（シングルサインオンを使
用する場合） 479

負荷分散機 1044
複数の構築済み実行環境を切り替えるための

ユーザ情報リポジトリ 1046
ユーザスレッド 159,1046

設定 90
物理コネクション 1044

ユーザスレッド生成のための権限 137
ユーザスレッド生成のための権限の設定 159
ユーザダンプ取得の設定 236

物理ティア 1044
プライベートプロパティの設定 647
フロント EJB 145,1045

へ
ベーシックモード 1045
ベーシックモードの設定 896
ベーシックモードの利用（互換用機能） 896
別名 1045

ユーザ認証ライブラリ 1046
ユーザの登録とアクセス権の設定 471
ユーザプロパティファイル 1032,1046
ユーザマッピング 1046
ユーザログ 782,1046
ユーザログ機能のサンプルプログラム 1005

よ
予備系 590,1046

ほ
ほかの構成ソフトウェアのインストール 40
保護区 1045

ら
ライトトランザクション 1047

ホスト単位管理モデル 1045

ライトトランザクション機能を有効にするた
めの設定 510

み

ライブラリ JAR 1047
ラウンドロビン検索 140,512,1047

未決着トランザクション 1045
未決着トランザクションの確認時間のタイム
アウト 142

め

ラウンドロビン方式でのリクエスト振り分け
の設定 305,727
ラウンドロビンポリシー 1047
ランタイム属性 821

メールコンフィグレーション 371
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り
リカバリ専用サーバ 637,698,1047
リクエスト処理スレッド 1047
リクエスト処理スレッド数の制御の設定 338
リクエスト送受信時の通信タイムアウトの設
定 315,734
リクエストデータのサイズ制限の設定 341
リクエストのスケジューリング 1047
リクエストの流量制御の設定 344
リクエストラインの最大サイズの設定 271
リソースアダプタ 370,1047
リソースアダプタの移行コマンドの実行 828
リソースアダプタの種類 391,545
リソースアダプタの新規設定の流れ 380
リソースアダプタの設定 543
リソースアダプタの設定の流れ 543
リソースアダプタの設定の流れ（J2EE リ
ソースアダプタとしてデプロイして使用する
場合） 379

リデプロイ機能 1048
リバースプロキシサーバ 1048
リモートインタフェース 1048
リモートインタフェースでの通信障害発生時
の EJB クライアントの動作 138,511
リモートインタフェースの参照渡し機能 138
リロード機能 1048
リロード機能を使用するための設定 914
リロード時のセッション引き継ぎ 914
リロード遅延実行 914
リロードに関する設定項目と設定ファイル
916

る
ルートアプリケーション情報 1048
ルートコンテキスト 1048
ルートリソースアダプタ 1048
ルックアップ名称の別名 407,414

リソースアダプタのプロパティ定義で設定で
きること 405,546

れ

リソースアダプタのログ取得の設定 223
リソースグループの設定 602

定 318,737
レルム 1048
レルム名の決定 470

リソース更新用インターバル 914
リソース枯渇監視機能 144,515

レスポンス送受信時の通信タイムアウトの設

リソース枯渇監視機能の有効化 283,537
リソース枯渇監視の設定 173,282,518

ろ

リソース種別ごとの Management イベント
発行の設定 284,538

ローカルインタフェース 1048
ローカルトランザクション 1048

リソース接続とトランザクション管理の機能
を使用するための設定 414
リソース設定の概要 542

ローカル呼び出し最適化機能の範囲 137
ロードバランサ 1049

リソースと J2EE アプリケーションの設定の
注意事項 373
リソースの設定の概要 370
リソースの見積もりと設定 50
リソースマネジャ 1047
リダイレクタ 1047
リダイレクタのログ取得の設定 214,747
リダイレクタを使用したリクエストの振り分
けの設定 302,725
リダイレクトによるリクエストの振り分けの
設定 358
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ロール 1049
ロガー 1049
ログインモジュール 1049
ログサイズの変更 207,211,922
ログ出力先のサブディレクトリ数の管理 786
ログの出力先の変更 205,376,921
ログの出力先や出力レベルの変更 910
ログレベルの変更 208,211,378,922
論理コネクション 1049
論理サーバ 1049
論理サーバの動作確認間隔の設定 118

索引

論理サーバの動作確認タイムアウトの設定
118
論理サーバの動作確認の開始時間の設定 118
論理サーバの動作確認リトライの設定 118
論理サーバの動作確認レベルの設定 118
論理ネーミングサービス 1049
論理ユーザサーバ 1049

わ
ワーカプロセス 1049

1069

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。

