
1013-B-19-006(01)
2019年7月

Linux(64)

FUJITSU Software
Interstage Application Server V12.1.0

Red Hat OpenShift上での利用手順書



まえがき
 

本書の目的

本書は、Interstageの機能をRed Hat OpenShiftで運用する手順について説明します。

 

対象製品

本書は以下の製品を対象としています。

・ Interstage Application Server Enterprise Edition V12.1.0 (for Intel64)

・ Interstage Application Server Standard-J Edition V12.1.0 (for Intel64)

 

前提知識

本書を読む場合、以下の知識が必要です。

・ Red Hat Enterprise Linuxに関する基本的な知識

・ Dockerに関する基本的な知識

・ Red Hat OpenShiftに関する基本的な知識

・ Interstage Application Serverに関する基本的な知識

 

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

第1章 概要

本書の概要について説明しています。

第2章 インストール条件

Red Hat OpenShiftで運用するために必要なソフトウェアと環境について説明しています。

第3章 Java EE 7アプリケーションの運用

Java EE 7アプリケーションをRed Hat OpenShiftで運用するための方法について説明しています。

第4章 J2EEアプリケーションの運用

J2EEアプリケーションをRed Hat OpenShiftで運用するための方法について説明しています。

第5章 CORBAアプリケーションの運用

CORBAアプリケーションをRed Hat OpenShiftで運用するための方法について説明しています。

第6章 トラブルシューティング

Red Hat OpenShift環境でInterstage運用の際に発生するトラブルの解決方法について説明しています。

付録A ベアイメージ作成に必要な資材

ベアイメージ作成に必要な資材について説明しています。

付録B Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルのテンプレート

アプリケーションをRed Hat OpenShift上で運用するための設定ファイルのテンプレートについて説明しています。

 

輸出許可

本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要

な手続きをおとりください。
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第1章 概要

本書では、Interstageの機能をRed Hat OpenShift環境に導入し、運用するための方法について説明します。

対応する機能は以下の通りです。

・ Java EE 7

・ J2EE

・ CORBAサービス

なお、本製品のコマンドや運用方法については、以下のマニュアルの記事を参照してください。

・ Java EE 7

－ Java EE 7 設計・構築・運用ガイド

・ J2EE、CORBAサービス

－ 運用ガイド(基本編)

－ リファレンスマニュアル(コマンド編)
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第2章 インストール条件

本章では、Red Hat OpenShiftで運用するために必要なソフトウェアと環境について説明します。

2.1 ソフトウェア条件

Interstageの機能をRed Hat OpenShiftで運用するために、以下を準備してください。

・ Red Hat Enterprise Linux 7

Red Hat Enterprise Linux 7のバージョン・レベルは、以下のマニュアルの記事を参照してください。

「インストールガイド」の「インストール条件」－「前提基本ソフトウェア」

・ Red Hat OpenShift Container Platform V3

・ Interstage Application ServerのサーバパッケージDVD

本製品の機能を使用する場合に必要となるソフトウェア条件は、以下のマニュアルの記事を参照してください。

・ Java EE 7を使用する場合

「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「ソフトウェア条件」

・ J2EE、CORBAサービスを使用する場合

「システム設計ガイド」の「ソフトウェア条件」

2.2 サポート機能

Red Hat OpenShiftでサポートするInterstageの機能は以下です。

・ Java EE 7

・ Java SE 8

・ マルチ言語サービスの基本機能

・ イベントサービス

・ Portable-ORB

・ Webサーバ(Interstage HTTP Server)

・ Webサーバ(Interstage HTTP Server 2.2)

・ セキュア通信サービス

・ Interstageシングル・サインオン（業務サーバ）

・ Interstage管理コンソール

・ Webサーバコネクタ(Interstage HTTP Server用)

・ J2EE互換

・ Webサーバコネクタ(Interstage HTTP Server 2.2用)

2.3 検証環境

本書の手順は以下を使用して検証しています。

・ Red Hat Enterprise Linux 7.3

・ Red Hat OpenShift Container Platform 3.9

・ Interstage Application Server Enterprise Edition V12.1.0
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2.4 Red Hat OpenShiftで運用するために必要な環境

本章では、InterstageをRed Hat OpenShiftで運用するために必要な環境について説明します。

環境を以下に示します。

・ ステージング環境

Red Hat OpenShift上に作成する検証用環境です。

アプリケーション配備済みDockerイメージから作成したDockerコンテナを使ってアプリケーションを検証する環境です。

・ プロダクション環境

Red Hat OpenShift上に作成する本番環境です。

検証が完了したステージング環境を本番の運用環境としてリクエストが振り分けられるように切り換えた環境です。

・ 本番開発環境

プロダクション環境と同じ構成の開発環境です。

アプリケーションの作成やInterstageのパラメーターの設定を行い、Interstage資源を移出します。また、UpdateAdvisor(ミドルウェア)を
利用し、適用済の修正ファイルを確認し、準備します。

オンプレミスやVM、コンテナどれでも可能です。

・ Dockerイメージ作成環境

Red Hat OpenShift環境で、以下の実行可能なDockerイメージを作成します。

－ ベアイメージ（アプリケーション未配備のDockerイメージ）

－ アプリケーション配備済みDockerイメージ（本番開発環境で移出したInterstage資源を移入して作成するDockerイメージ）
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第3章 Java EE 7アプリケーションの運用

本章では、Java EE 7アプリケーションをRet Hat OpenShiftで運用するための方法について説明します。

3.1 運用手順概要

Java EE 7アプリケーションの運用を開始する流れを以下に示します。

「3.2 Java EE 7アプリケーションの運用開始手順」では以下の3点（以下の図の赤い破線の範囲）について説明します。

・ Java EE 7ベアイメージを作成する（「3.2.1 Java EE 7ベアイメージの作成」）（図内のA）

・ Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを作成する（「3.2.2 Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成」）

（図内のB）

・ Red Hat OpenShift上でJava EE 7アプリケーションを実行する（「3.2.3 Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行」）

（図内のC）

アプリケーションの運用を開始するまでの手順は図内のA、B、Cの順で進めます。

「3.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作」では、Red Hat OpenShift上の運用で想定される以下のシナリオについて、説明します。

・ Interstage Java EE 7管理コンソールを利用する（「3.3.1 Interstage Java EE 7管理コンソールの利用」）
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・ 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターを変更する（「3.3.2 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターの変更」）

・ 修正ファイルを適用する（「3.3.3 修正ファイルの適用」）

・ OSのベースイメージを変更する（「3.3.4 OSのベースイメージの変更」）

・ ログを採取する（「3.3.5 ログの採取」）

 

 ポイント

・ 以下の場合は、Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージの再作成から実施するため、図内のB、Cの手順を実施します。

－ 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターを変更する（「3.3.2 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターの変

更」）

・ 以下の場合は、Java EE 7ベアイメージの再作成から実施するため、図内のA、B、Cの手順を実施します。

－ 修正ファイルを適用する（「3.3.3 修正ファイルの適用」）

－ OSのベースイメージを変更する（「3.3.4 OSのベースイメージの変更」）

3.2 Java EE 7アプリケーションの運用開始手順

Java EE 7アプリケーションの運用開始手順について説明します。

本手順はrootユーザで実施してください。

3.2.1 Java EE 7ベアイメージの作成

Java EE 7ベアイメージの作成の流れを以下に示します。

Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、Java EE 7ベアイメージを作成します。Java EE 7ベアイメージのサイズは、約1.3GBです。

1. Java EE 7ベアイメージ作成に必要な資材の準備

Java EE 7ベアイメージの作成に必要な以下の資材を、Dockerイメージ作成環境に用意します。

1. Dockerfile

Java EE 7をインストールするコンテナを作成するためのDockerイメージを作成するDockerfileを作成し、ディレクトリ"/docker"に
配置してください。

作成するDockerfileの内容については、「A.1.1 Dockerfile」を参照してください。

2. Java EE 7インストール資材

- 本製品のサーバパッケージDVD

本製品のサーバパッケージDVDを、ディレクトリ"/docker/work/iaps/"にマウントしてください。
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以下は、ディレクトリ"/docker/work/iaps/"を作成してマウントする例です。

# mkdir -p /docker/work/iaps

# mount -t iso9660 -r /dev/cdrom /docker/work/iaps

- インストールパラメーターCSVファイル

Java EE 7を、本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合、インストールパラメーターCSVファ

イルを作成し、ディレクトリ"/docker/work/"に配置してください。

作成するインストールパラメーターCSVファイルについては、「A.1.2 インストールパラメーターCSVファイル」を参照して

ください。

3. UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材

以下の3種類の資源をダウンロードし、ディレクトリ"/docker/work/"に格納してください。

- UAMLINMW.tar.Z

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール(Linux版)

- linprdchk.tar.Z

修正適用管理簿設定ファイル(Linux版)

- TnnnnnnLX-mm.tar.Z

修正ファイル(適用する修正群全て)

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材の詳細は、「UpdateAdvisor(ミドルウェア)のヘルプ」を参照してください。

2. Java EE 7ベアイメージの作成

1. docker buildコマンドを実行し、「手順1－1」で作成したDockerfileからDockerイメージを作成します。

以下は、ディレクトリ"/docker/"に配置したDockerfileを使用して、イメージ名"tmpisje7image"のDockerイメージを作成する場

合の例です。

# docker build -t tmpisje7image /docker

2. 「手順2－1」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテナを作成します。

以下は、docker runコマンドを使用して、イメージ名"tmpisje7image"のDockerイメージから、コンテナ名"tmpisje7bare"のコン

テナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpisje7bare -di tmpisje7image

3. 「手順2－2」で作成したDockerコンテナに、「手順1－2」で準備したJava EE 7インストール資材をコピーし、Java EE 7をイン

ストールします。

製品インストールガイドに記載された手順に従い、システムの運用で必要となる機能をインストールしてください。

以下は、コンテナ名"tmpisje7bare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用してJava EE 7インストール資材をコ

ピーし、docker execコマンドを使用してサイレントインストールによりJava EE 7をインストールする場合の例です。

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/mkdir /work

# docker cp /docker/work/iaps tmpisje7bare:/work/

# docker cp /docker/work/javaee7.csv tmpisje7bare:/work/

# docker exec -it tmpisje7bare /work/iaps/installer/install.sh -s /work/javaee7.csv

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/rm -rf /work/iaps /work/javaee7.csv

上記は、「手順1－2」で準備した本製品のサーバパッケージDVDとインストールパラメーターCSV（ファイル名:javaee7.csv）を、

コンテナ内のディレクトリ"/work/"にコピーしています。

なお、本手順実行後は、Dockerイメージ作成環境にマウントした本製品のサーバパッケージDVDはアンマウント可能です。

# umount /docker/work/iaps
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4. 「手順2－2」で作成したDockerコンテナ内で、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールします。

「手順1－3」で用意したUpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール、修正適用管理簿設定ファイルをDockerコンテナ

上のディレクトリ"/work/"にコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書と

ヘルプに従い、Dockerコンテナ上でUpdateAdvisor(ミドルウェア)のインストールを実施してください。

以下は、コンテナ名"tmpisje7bare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用してUpdateAdvisor(ミドルウェア)イン

ストールモジュール、修正適用管理簿設定ファイルをコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールする場合の例です。

# docker cp /docker/work/UAMLINMW.tar.Z tmpisje7bare:/work/

# docker cp /docker/work/linprdchk.tar.Z tmpisje7bare:/work/

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/mkdir /work/uam

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/tar -xzf /work/UAMLINMW.tar.Z -C /work/uam

# docker exec -it tmpisje7bare /work/uam/install.sh -s /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/rm -rf /work/uam /work/linprdchk.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

5. 「手順2－2」で作成したDockerコンテナ内で、必要に応じて、本製品の修正ファイルを適用します。

「手順1－3」で用意した修正ファイル(適用する修正群全て)をDockerコンテナ上のディレクトリ"/work/"にコピーし、

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書とヘルプに従い、Dockerコンテナ上で

修正群の適用(uam add)を実施してください。

以下は、コンテナ名"tmpisje7bare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用して修正ファイル"TnnnnnnLX-
mm.tar.Z"をコピーし、修正を適用する場合の例です。

# docker cp /docker/work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z tmpisje7bare:/work/

# docker exec -it tmpisje7bare /opt/FJSVisje7/var/pcmi/isje7/FJSVpcmi stop

# docker exec -it tmpisje7bare /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it tmpisje7bare /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z

6. docker commitコマンドを実行し、「手順2－2」で作成したDockerコンテナを元に、Java EE 7ベアイメージを作成します。

以下は、コンテナ名"tmpisje7bare"のコンテナを元に、イメージ名"isje7bareimage:1.0"のJava EE 7ベアイメージを作成する場

合の例です。

# docker commit tmpisje7bare isje7bareimage:1.0

コンテナ名"tmpisje7bare"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop tmpisje7bare

# docker rm tmpisje7bare

3.2.2 Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成

Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成の流れを以下に示します。
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Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、Java EE 7 アプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

1. Interstage資源の用意

本番開発環境から移出したInterstage資源をDockerイメージ作成環境のディレクトリ"/docker/backup/"にコピーしてください。

 

 注意

－ Red Hat OpenShift上（プロダクション環境）に新規にJava EE 7実行環境を作成する場合、本番開発環境にプロダクション環境と

同じ構成のJava EE 7実行環境を作成し、Interstage資源を移出してください。

本番開発環境は、オンプレミスやVM、コンテナどれでも可能です。

－ 移出対象となる基本的な資材は以下の3つです。

- Java EE 7

- Webサーバ(Interstage HTTP Server 2.2)

- Webサーバコネクタ(Interstage HTTP Server 2.2用)

シングル・サインオンの業務サーバ機能など、連携する機能を利用している場合は必要に応じて追加してください。

移出方法については、以下のマニュアルの記事を参照してください。

「運用ガイド(基本編)」の「メンテナンス(資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の変更)」

－ Red Hat OpenShift環境でのコンテナ起動時にJava EE 7アプリケーションを自動起動するために、移出前に、Interstage Java
EE 7 DASサービス/サーバーインスタンスの自動起動を設定してください。ただし、以下のいずれかに該当する場合は設定不要

です。

- Red Hat OpenShift環境でコンテナを起動する際、Interstage Java EE 7 DASサービス/サーバーインスタンスの自動起動が

不要の場合。または、

- 既存のJava EE 7実行環境で既に自動起動を設定済みの場合。

Interstage Java EE 7 DASサービス/サーバーインスタンスの自動起動の設定方法については、以下を参照してください。

「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「Java EEアプリケーションの運用」－「PCMIサービスの運用」－「サービスの起動時/停止時

の出口機能」

－ Red Hat OpenShift環境でInterstage Java EE 7管理コンソールを使用する場合は、移出前に、本番開発環境のInterstage Java
EE 7 DASサービスの運用管理用HTTPリスナーのポート番号を、NodePortで使用するポート番号に変更してください。

- 8 -



2. Java EE 7資材の移入

1. 「3.2.1 Java EE 7ベアイメージの作成」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテナを作成

します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"isje7bareimage:1.0"のベアイメージから、コンテナ名"tmpisje7app"のコン

テナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpisje7app -di isje7bareimage:1.0

2. 「手順1」で用意したInterstage資源を、「手順2－1」で作成したDockerコンテナにコピーします。

以下は、ディレクトリ"/docker/backup"にコピーしたInterstage資源を、docker cpコマンドを使用してコンテナ名"tmpisje7app"の
コンテナ内のディレクトリ"/backup/"にコピーする場合の例です。

# docker cp /docker/backup tmpisje7app:/backup/

3. 「手順2－1」で作成したDockerコンテナ上でInterstage資源を移入します。

移入方法の詳細については、以下を参照してください。

「運用ガイド(基本編)」の「メンテナンス(資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の変更)」

 

 注意

- Java EE 7でディレクトリ配備を使用しているアプリ資産は、上記方法による移入の対象となりません。移出時と同じパスに

別途移入してください。

以下は、シェルスクリプトによりInterstage資源の移入を一括で実行する例です。シェルスクリプトの作成例は、「A.1.3 一括

移入用シェルスクリプト」を参照してください。

# docker cp /docker/work/isimport tmpisje7app:/work/

# docker exec -it tmpisje7app /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it tmpisje7app /work/isimport

上記例の/docker/work/isimportはサンプルを流用して作成したシェルスクリプトです。

3. Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージの作成

docker commitコマンドを実行し、「手順2」で作成したDockerコンテナを元に、Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを

作成します。

以下は、コンテナ名"tmpisje7app"のコンテナを元に、イメージ名"isje7app:1.0"のJava EE 7アプリケーション配備済みDockerイメー

ジを作成する場合の例です。

# docker commit tmpisje7app isje7app:1.0

コンテナ名"tmpisje7app"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop tmpisje7app

# docker rm tmpisje7app

3.2.3 Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行

Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行の流れを以下に示します。
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以下の手順を実施して、本製品に配備したJava EE 7アプリケーションをRed Hat OpenShift上で実行します。

 

 注意

・ 本製品のJava EE 7のDockerイメージの実行はroot権限が必要です。root権限でDockerイメージを実行できるようにRed Hat OpenShift
のユーザ、プロジェクトを設定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Cluster Administration

   Managing Security Context Constraints

・ Podを再起動すると、Dockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されます。

ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログは永続ストレージを指定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Developer Guide

   Using Persistent Volumes

なお、Red Hat OpenShiftでは本製品が出力するログ（例えば、サーバーログやJava VMログ）は永続ストレージを指定できません。

そのため、livenessProbeの設定は無効にすることを推奨します。livenessProbeを設定すると、Interstageサービスがダウンした場合に

Podが再起動します。livenessProbeの設定については、「B.1 Java EE 7」を参照してください。
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1. Red Hat OpenShiftからアクセス可能なリポジトリに、Dockerイメージを登録します。

本手順は、Dockerイメージ作成環境で実行します。

以下は、ローカルリポジトリ"docker-registry.aps.svc:5000"に、Dockerイメージを"docker-registry.aps.svc:5000/isje7app:1.0"として登

録する例です。

# docker tag isje7app:1.0 docker-registry.aps.svc:5000/isje7app:1.0

# docker push docker-registry.aps.svc:5000/isje7app:1.0

2. Red Hat OpenShiftにログインします。

3. oc new-appコマンドに-oオプションを指定して、Java EE 7のコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルをJava
EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージから作成します。

以下は、Java EE 7のコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルを作成する例です。

# oc new-app --docker-image=docker-registry.aps.svc:5000/isje7app:1.0 --name isje7myapp -o yaml > isje7myapp.yaml

上記例では、イメージ名"docker-registry.aps.svc:5000/isje7app:1.0"のDockerイメージからファイル名"isje7myapp.yaml"のyaml形
式の設定ファイルを作成しています。

4. 「手順3」で出力された設定ファイルを編集して、以下の設定を行います。

－ IPCパラメーターの設定

－ Java EE 7が動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

－ livenessProbeでJava EE 7を監視する設定

－ 永続ボリュームを利用する設定

設定ファイルのテンプレートの編集内容については、「B.1 Java EE 7」を参照してください。

5. 「手順4」で編集した設定ファイルを使ってコンテナを起動します。

以下は、oc createコマンドを使用して、「手順4」で編集した設定ファイルからコンテナを起動する例です。

# oc create -f isje7myapp.yaml

上記例は、設定ファイルのファイル名が"isje7myapp.yaml"の場合の例です。

6. Java EE 7アプリケーションにアクセスするURLを外部へ公開するためのrouteを作成します。

システム要件に合わせて以下のいずれかを作成し、--hostnameオプションに指定したホスト名でサービスを公開します。

－ セキュリティ保護されていないroute

oc exposeコマンドを使用します。

以下は、Interstage HTTP Server 2.2のポート番号80をURL http://isje7myapp.example.comで公開するrouteを作成する例です。

アプリケーションには、http://isje7myapp.example.com/<Webアプリケーション名>等でアクセスできるようになります。赤字の部分

を適宜変更してください。

# oc expose deploymentconfigs/isje7myapp --name=isje7myapp --port=80

# oc expose svc/isje7myapp --hostname=isje7myapp.example.com

－ セキュリティ保護されたroute

oc createコマンドを使用します。

TLSでHTTP通信を暗号化する場合、routeの--hostnameオプションに指定したホスト名で証明書を作成します。

以下は、Interstage HTTP Server 2.2のポート番号80をURL https://isje7myapp.example.comで公開するEdge Terminationの
routeを作成する例です。アプリケーションには、URL https://isje7myapp.example.com/<Webアプリケーション名>等でアクセ

スできるようになります。赤字の部分を適宜変更してください。

# oc expose deploymentconfigs/isje7myapp --name=isje7myapp --port=80

# oc create route edge --service=svc/isje7myapp --hostname=isje7myapp.example.com --key=myapp.key --

cert=myapp.crt
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 注意

－ シングル・サインオンの業務サーバ機能を利用する場合は、routeに設定するポート番号とホスト名に業務システムの公開URLを
設定してください。

業務システムの公開URLについては、Interstage 管理コンソールの[システム] > [セキュリティ] > [シングル・サインオン] > [業務

システム]の[一覧]タブで確認できます。

－ WebサーバとIJServerクラスタを別Podで運用し、IJServerクラスタで要求を受け付けるIPアドレスを制限する場合は、以下のように

設定してください。なお、Webサーバ用のPodやIJServerクラスタ用のPodを再起動した場合は再設定が必要です。

- Webサーバの連携設定で指定するIJServerクラスタのIPアドレスに、IJServerクラスタのPodのIPアドレスを設定する。

- IJServerクラスタの「要求を受け付けるIPアドレス」に、WebサーバのPodのIPアドレスを設定する。

Webサーバの連携設定については「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「WebサーバとIJServerクラスタを別のマシンで運用する

場合」を参照してください。

「要求を受け付けるIPアドレス」については「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「HTTPサービスの定義項目」を参照してください。

7. 「手順6」で--hostnameオプションに指定したホスト名を名前解決できるようにします。

以下は、Linuxサーバ環境でhostsファイルを修正してホスト名(isje7myapp.example.com)をIPアドレス(203.0.113.2)で名前解決す

るときの設定例です。

# cat /etc/hosts

203.0.113.2   isje7myapp.example.com

3.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作

Red Hat OpenShiftにおける運用操作について説明します。

3.3.1 Interstage Java EE 7管理コンソールの利用

Interstage Java EE 7管理コンソールを利用する場合は、Red Hat OpenShift上で以下の手順を実行します。なお、Java EE 7の運用操作は

Red Hat OpenShiftのDockerコンテナ内でasadminコマンドを実行することでも可能です。

 

 注意

・ Interstage Java EE 7管理コンソールを使用する場合、Red Hat OpenShiftのNodePortが必要になります。そのため、Java EE 7ベアイ

メージを作成する前にRed Hat OpenShift環境のNodePortで使用するポート番号を採番してください。

・ 本番開発環境からInterstage資源を移出する前にInterstage Java EE 7 DASサービスの運用管理用HTTPリスナーのポート番号を、Red
Hat OpenShift環境で採番したNodePortのポート番号に変更してください。

・ Interstage Java EE 7管理コンソールやasadminコマンドを使用して変更した設定内容は、Podを再起動すると失われます。運用中の

Java EE 7アプリケーションやInterstageのパラメーターの変更を行う場合は、「3.3.2 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターの

変更」の手順を実施してください。

1. NodePortタイプのサービスを定義したyaml形式の設定ファイルを作成します。

以下はlabelが"app: isje7myapp"のPodに対して、ポート番号が"32121"のNodePortのサービスを定義する例です。

kind: Service

apiVersion: v1

metadata:

  name: isje7myapp-javaee7admin

spec:

  type: NodePort

  ports:

  - nodePort: 32121
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    port: 32121

    protocol: TCP

    targetPort: 32121

  selector:

    app: isje7myapp

2. 「手順1」で作成した設定ファイルを使ってNodePortタイプのサービスを定義します。

以下は、設定ファイル名が"isje7myapp-javaee7admin.yaml"の場合の例です。

# oc create -f isje7myapp-javaee7admin.yaml

3. Interstage Java EE 7 管理コンソールにアクセスします。

以下は、ホスト名が"masterhost"のInterstage Java EE 7 管理コンソールにアクセスする場合の例です。

https://masterhost:32121/javaee7_admin/

3.3.2 運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターの変更

運用中のJava EE 7アプリケーションやパラメーターを変更する流れを以下に示します。

以下の手順でJava EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコンテナを作成します。
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1. 本番開発環境でJava EE 7アプリケーションの再作成やInterstageのパラメーターの変更を行い、Interstage資源を移出します。

2. 「3.2.2 Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイ
メージを作成します。

3. 「3.2.3 Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順3」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"isje7myapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"isje7myapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/isje7myapp -p '{"spec":{"to":{"name":"isje7myapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順3」で作成したrouteを削除することができます。

3.3.3 修正ファイルの適用

本製品の修正ファイルを適用する流れを以下に示します。
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以下の手順でJava EE 7ベアイメージとJava EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコ
ンテナを作成します。

1. 修正ファイル適用済みJava EE 7ベアイメージを作成します。

以下の手順を実行し、修正ファイル適用済みJava EE 7ベアイメージを作成します。

1. Java EE 7ベアイメージから、Dockerコンテナを作成し、起動します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"isje7bareimage:1.0"のJava EE 7ベアイメージから、コンテナ名"isje7tmp"の
コンテナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name isje7tmp -di isje7bareimage:1.0

2. 「手順1－1」で作成したDockerコンテナに、本製品の修正ファイルを適用します。

以下は、修正ファイル"TnnnnnnLX-mm.tar.Z"と修正適用管理簿設定ファイル"linprdchk.tar.Z"を、コンテナ名"isje7tmp"の
コンテナのディレクトリ"/work/"にコピーし、修正を適用する場合の例です。
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# docker cp TnnnnnnLX-mm.tar.Z isje7tmp:/work/

# docker cp linprdchk.tar.Z isje7tmp:/work/

# docker exec -it isje7tmp /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it isje7tmp /opt/FJSVfupde/bin/uam setup -s -C /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it isje7tmp /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it isje7tmp /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

3. docker commitコマンドを実行し、「手順1－1」で作成したDockerコンテナを元に、修正ファイル適用済みJava EE 7ベアイメー

ジを作成します。

以下は、コンテナ名"isje7tmp"のコンテナを元に、イメージ名"isje7bareimage:2.0"の修正ファイル適用済みJava EE 7ベアイ

メージを作成する場合の例です。

# docker commit isje7tmp isje7bareimage:2.0

2. 「手順1」で再作成したベアイメージを使用して、「3.2.2 Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、

Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

3. 「3.2.3 Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順3」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"isje7myapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"isje7myapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/isje7myapp -p '{"spec":{"to":{"name":"isje7myapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順3」で作成したrouteを削除することができます。

3.3.4 OSのベースイメージの変更

OSのベースイメージを変更する流れを以下に示します。
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以下の手順でJava EE 7ベアイメージとJava EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコ
ンテナを作成します。

1. Dockerfileで指定しているベースイメージのOSバージョンを修正します。

2. 「3.2.1 Java EE 7ベアイメージの作成」の手順を実行し、Java EE 7ベアイメージを再作成します。

3. 「手順2」で再作成したベアイメージを使用して、「3.2.2 Java EE 7アプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、

Java EE 7アプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

4. 「3.2.3 Red Hat OpenShift上でのJava EE 7アプリケーションの実行」の手順に従い、「手順3」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

5. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順4」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"isje7myapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"isje7myapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/isje7myapp -p '{"spec":{"to":{"name":"isje7myapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順4」で作成したrouteを削除することができます。

3.3.5 ログの採取

Java EE 7のログを採取する方法について説明します。
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1. プロジェクトで実行中のPod名(po/xxxxxxxのxxxxxxx)を確認します。

以下は、Pod名が"isje7myapp-1-2sbc3"の例です。

# oc get all

NAME                   READY    STATUS    RESTARTS   AGE

po/isje7myapp-1-2sbc3  1/1      Running   0          28s

2. 「手順1」で確認したPod名のDockerコンテナに対してシェルコマンドを実行します。

以下は、Pod名が"isje7myapp-1-2sbc3"のDockerコンテナに対してrshを実行する例です。

# oc rsh isje7myapp-1-2sbc3

sh-4.2#

3. シェル上でログの参照を行います。

ログの詳細は以下のマニュアルの記事を参照してください。

「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「Java EEアプリケーションの運用」－「Java EEアプリケーションのログ」
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第4章 J2EEアプリケーションの運用

本章では、J2EEアプリケーションをRet Hat OpenShiftで運用するための方法について説明します。

4.1 運用手順概要

J2EEアプリケーションの運用を開始する流れを以下に示します。

「4.2 J2EEアプリケーションの運用開始手順」では以下の3点（以下の図の赤い破線の範囲）について説明します。

・ J2EEベアイメージ（J2EEアプリケーション未配備のDockerイメージ）を作成する（「4.2.1 J2EEベアイメージの作成」）（図内のA）

・ J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを作成する（「4.2.2 J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」）（図内の

B）

・ Red Hat OpenShift上でJ2EEアプリケーションを実行する（「4.2.3 Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行」）（図内のC）

アプリケーションの運用を開始するまでの手順は図内のA、B、Cの順で進めます。

「4.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作」では、Red Hat OpenShift上の運用で想定される以下のシナリオについて、説明します。

・ 運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターを変更する（「4.3.1 運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターの変更」）

・ 修正ファイルを適用する（「4.3.2 修正ファイルの適用」）
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・ OSのベースイメージを変更する（「4.3.3 OSのベースイメージの変更」）

・ ログを採取する（「4.3.4 ログの採取」）

 

 ポイント

・ 以下の場合は、J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージの再作成から実施するため、図内のB、Cの手順を実施します。

－ 運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターを変更する（「4.3.1 運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターの変更」）

・ 以下の場合は、J2EEベアイメージの再作成から実施するため、図内のA、B、Cの手順を実施します。

－ 修正ファイルを適用する（「4.3.2 修正ファイルの適用」）

－ OSのベースイメージを変更する（「4.3.3 OSのベースイメージの変更」）

4.2 J2EEアプリケーションの運用開始手順

J2EEアプリケーションの運用開始手順について説明します。

本手順はrootユーザで実施してください。

4.2.1 J2EEベアイメージの作成

J2EEベアイメージの作成の流れを以下に示します。

Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、J2EEベアイメージを作成します。J2EEベアイメージのサイズは、約2.8GBです。

1. J2EEベアイメージ作成に必要な資材の準備

J2EEベアイメージの作成に必要な以下の資材を、Dockerイメージ作成環境に用意します。

1. Dockerfile

J2EEをインストールするコンテナを作成するためのDockerイメージを作成するDockerfileを作成し、ディレクトリ"/docker"に配置

してください。

作成するDockerfileの内容については、「A.2.1 Dockerfile」を参照してください。

2. J2EEインストール資材

- 本製品のサーバパッケージDVD

本製品のサーバパッケージDVDを、ディレクトリ"/docker/iaps"にマウントしてください。

以下は、ディレクトリ"/docker/iaps"を作成してマウントする例です。

# mkdir -p /docker/iaps

# mount -t iso9660 -o loop /dev/cdrom /docker/iaps
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- インストールパラメーターCSVファイル

J2EE互換機能を、本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合、インストールパラメーターCSV
ファイル（j2ee.csv）を作成し、ディレクトリ"/docker"に配置してください。

作成するインストールパラメーターCSVファイルについては、「A.2.2 インストールパラメーターCSVファイル」を参照して

ください。

3. UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材

以下の3種類の資源をダウンロードし、ディレクトリ"/docker/work/"に格納してください。

- UAMLINMW.tar.Z

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール(Linux版)

- linprdchk.tar.Z

修正適用管理簿設定ファイル(Linux版)

- TnnnnnnLX-mm.tar.Z

修正ファイル(適用する修正群全て)

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材の詳細は、「UpdateAdvisor(ミドルウェア)のヘルプ」を参照してください。

4. その他の資材

Dockerコンテナを起動したときのホスト名はランダムな名前になるため、Dockerコンテナのホスト名をInterstageの定義情報に

反映する必要があります。そのためのシェルスクリプト、unitファイルを作成します。

- ホスト情報変更用シェルスクリプト

ホスト名を変更するために、Dockerコンテナの起動時に実行するホスト情報変更用シェルスクリプト（chhostname.sh）を作

成し、ディレクトリ"/docker/interstage/backup_restore"に格納してください。

ホスト情報変更用シェルスクリプトについては、「A.2.3 ホスト情報変更用シェルスクリプト」を参照してください。

- 一括バックアップ用シェルスクリプト

ホスト名を変更するために、Dockerコンテナの起動時に実行する一括バックアップ用シェルスクリプト（isbackup）を作成し、

ディレクトリ"/docker/interstage/backup_restore"に格納してください。

一括バックアップ用シェルスクリプトについては、「A.2.4 一括バックアップ用シェルスクリプト」を参照してください。

- 一括移入用シェルスクリプト

ホスト名を変更するために、Dockerコンテナの起動時に実行する一括移入用シェルスクリプト（isimport）を作成し、ディ

レクトリ"/docker/interstage/backup_restore"に格納してください。

一括移入用シェルスクリプトについては、「A.2.5 一括移入用シェルスクリプト」を参照してください。

- Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用ファイル

Red Hat OpenShiftのlivenessProbeとして実行するスクリプト（probe.sh）を作成し、ディレクトリ"/docker/interstage/probe"に
格納してください。

Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェルスクリプトについては、「A.2.6 Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェル

スクリプト」を参照してください。

- unitファイル

Interstage起動前にホスト情報変更用シェルスクリプトを実行するためのunitファイル（FJSVisas_start.service)と、Interstage
起動後にInterstageのlivenessProbeを開始するためのunitファイル（FJSVisas_inspect_start.service）を作成し、ディレクトリ

"/docker/unitfiles/"に格納してください。

unitファイルについては、「A.2.7 unitファイル」を参照してください。

2. J2EEベアイメージの作成

1. docker buildコマンドを実行し、「手順1－1」で作成したDockerfileからDockerイメージを作成します。

以下は、ディレクトリ"/docker/"に配置したDockerfileを使用して、イメージ名"j2eebare"のDockerイメージを作成する場合の例

です。
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# docker build -t j2eebare /docker

 

 注意

- Dockerイメージをビルド中、Interstageのインストールフェーズにおいて、以下のメッセージや警告が出力されますが、無視

してください。

Failed to get D-Bus connection: Operation not permitted

warning: %post(FJSVod-14.0.0-1.0.x86_64) scriptlet failed, exit status 1

warning: %post(FJSVisgui-12.0-0.0.x86_64) scriptlet failed, exit status 1

なお、本手順実行後は、Dockerイメージ作成環境にマウントした本製品のサーバパッケージDVDはアンマウント可能です。

# umount /docker/iaps

2. 「手順2－1」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテナを作成します。

以下は、docker runコマンドを使用して、イメージ名"j2eebare"のDockerイメージから、コンテナ名"j2eebare"のコンテナを作成

する場合の例です。

# docker run --privileged --name j2eebare -di j2eebare

3. 「手順2－2」で作成したDockerコンテナ内で、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールします。

「手順1－3」で用意したUpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール、修正適用管理簿設定ファイルをDockerコンテナ

上のディレクトリ"/work/"にコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書と

ヘルプに従い、Dockerコンテナ上でUpdateAdvisor(ミドルウェア)のインストールを実施してください。

以下は、コンテナ名"j2eebare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用してUpdateAdvisor(ミドルウェア)と修正適

用管理簿設定ファイルをコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールする場合の例です。

# docker cp /docker/work/UAMLINMW.tar.Z j2eebare:/work/

# docker cp /docker/work/linprdchk.tar.Z j2eebare:/work/

# docker exec -it j2eebare /bin/mkdir /work/uam

# docker exec -it j2eebare /bin/tar -xzf /work/UAMLINMW.tar.Z -C /work/uam

# docker exec -it j2eebare /work/uam/install.sh -s /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it j2eebare /bin/rm -rf /work/uam /work/linprdchk.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

4. 「手順2－2」で作成したDockerコンテナ内で、必要に応じて、本製品の修正ファイルを適用します。

「手順1－3」で用意した修正ファイル(適用する修正群全て)をDockerコンテナ上のディレクトリ"/work/"にコピーし、

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書とヘルプに従い、Dockerコンテナ上で

修正群の適用(uam add)を実施してください。

以下は、コンテナ名"j2eebare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用して修正ファイル"TnnnnnnLX-
mm.tar.Z"をコピーし、修正を適用する場合の例です。

# docker cp /docker/work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z j2eebare:/work/

# docker exec -it j2eebare /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it j2eebare /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it j2eebare /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z

5. docker commitコマンドを実行し、「手順2－2」で作成したDockerコンテナを元に、J2EEベアイメージを作成します。

以下は、コンテナ名"j2eebare"のコンテナを元に、イメージ名"j2eebare:1.0"のJ2EEベアイメージを作成する場合の例です。

# docker commit j2eebare j2eebare:1.0

コンテナ名"j2eebare"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop j2eebare

# docker rm j2eebare
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4.2.2 J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成

J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成の流れを以下に示します。

Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

1. Interstage資源の用意

本番開発環境から移出したInterstage資源をDockerイメージ作成環境のディレクトリ"/docker/backup/"にコピーしてください。

 

 注意

－ Red Hat OpenShift上（プロダクション環境）に新規にJ2EE実行環境を作成する場合、本番開発環境にプロダクション環境と同じ

構成のJ2EE実行環境を作成し、Interstage資源を移出してください。

本番開発環境は、オンプレミスやVM、コンテナどれでも可能です。

2. Interstage資源の移入とIPCパラメーターの設定解除

1. 「4.2.1 J2EEベアイメージの作成」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテナを作成します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"j2eebare:1.0"のベアイメージから、コンテナ名"j2eebare_c"のコンテナを作成

する場合の例です。

# docker run --privileged --name j2eebare_c -di --hostname=RH73IAPS -p 12000:12000 j2eebare:1.0

-pオプション（ポートマッピング）を付けたDockerコンテナをイメージ化することで、J2EEのコンテナをRed Hat OpenShift上で

作成するための設定ファイルにServiceの定義が追加されるようになります。本手順では12000ポートを使うサービスが一つ存在

する設定ファイルを出力する前提で説明しています。

2. 「手順1」で用意したInterstage資源を、「手順2－1」で作成したDockerコンテナにコピーします。

アプリケーションが参照していてInterstage資源に含まれていないファイルがある場合は、そのファイルについてもDockerコ
ンテナにコピーしてください。

以下は、ディレクトリ"/docker/backup"にコピーしたInterstage資源を、docker cpコマンドを使用してコンテナ名"j2eebare_c"の
コンテナ内のディレクトリ"/interstage/backup_restore/"にコピーする場合の例です。

# docker cp /docker/backup/ j2eebare_c:/interstage/backup_restore/

3. Interstage資源を移入するためにDockerコンテナのシェルを実行します。

以下は、"j2eebare_c"コンテナで"/bin/bash"を実行する場合の例です。
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# docker exec -it j2eebare_c /bin/bash

4. Dockerコンテナ内でInterstageを停止します。

/opt/FJSVisas/bin/isservicestop.shコマンドを使うと、すべての機能を停止することができます。

# /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

5. Interstage資源を移入します。

Interstage資源移出元ディレクトリは、chhostname.shのCOMMON_PATHに設定しているディレクトリです。

# COMMON_PATH=/interstage/backup_restore/backup /bin/csh -f /interstage/backup_restore/isimport

アプリケーションが参照していてInterstage資源に含まれていないファイルがある場合は、そのファイルを所定のディレクトリに

配置してください。

移入方法の詳細については、以下を参照してください。

「運用ガイド(基本編)」の「メンテナンス(資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の変更)」－「他サーバへの資

源移行」－「資源移入手順」

6. IPCパラメーターの設定を解除します。

Red Hat OpenShiftのPod に対するIPCパラメーターの設定を有効にするために、/etc/sysctl.confのIPCパラメーターの設定を

コメントアウトする必要があります。

以下の例のように、「### for IAPS ###」に続く"kernel."で始まるパラメーターの設定をコメントアウトしてください。

### for IAPS ###

#kernel.sem = 1100 35406 200 1600

#kernel.shmall = 4294967296

#kernel.shmmax = 68719476736

#kernel.shmmni = 4315

#kernel.msgmax = 65536

#kernel.msgmnb = 4194304

#kernel.msgmni = 8199

7. Red Hat OpenShift上でのDockerコンテナ作成時に不要な以下のファイルを削除します。

- ホスト情報変更用シェルスクリプト(chhostname.sh)がホスト名を保持するファイル(/interstage/backup_restore/hostname)

- シスログの出力先、/var/log/messages

8. 「手順2－3」で実行したDockerコンテナのシェルを終了します。

# exit

3. J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージの作成

docker commitコマンドを実行し、「手順2」で作成したDockerコンテナを元に、J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを作成

します。

以下は、コンテナ名"j2eebare_c"のコンテナを元に、イメージ名"j2eemyapp:1.0"のJ2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを

作成する場合の例です。

# docker commit j2eebare_c j2eemyapp:1.0

コンテナ名"j2eebare_c"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop j2eebare_c

# docker rm j2eebare_c

4.2.3 Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行

Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行の流れを以下に示します。
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以下の手順を実施して、本製品に配備したJ2EEアプリケーションをRed Hat OpenShift上で実行します。

 

 注意

・ 本製品のJ2EEのDockerイメージの実行はroot権限が必要です。root権限でDockerイメージを実行できるようにRed Hat OpenShiftの
ユーザ、プロジェクトを設定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Cluster Administration

   Managing Security Context Constraints

・ Podを再起動すると、Dockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されます。

ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログは永続ストレージを指定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Developer Guide

   Using Persistent Volumes

なお、Red Hat OpenShiftでは本製品が出力するログ（例えば、IJServerのコンテナログやコンテナ情報ログ）は永続ストレージを指定

できません。

そのため、livenessProbeの設定は無効にすることを推奨します。livenessProbeを設定すると、Interstageサービスがダウンした場合に

Podが再起動します。livenessProbeの設定については、「B.2 J2EE」を参照してください。
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1. Red Hat OpenShiftからアクセス可能なリポジトリに、Dockerイメージを登録します。

本手順は、Dockerイメージ作成環境で実行します。

以下は、ローカルリポジトリ"docker-registry.aps.svc:5000"に、Dockerイメージ"j2eemyapp:1.0"を"docker-registry.aps.svc:5000/
j2eemyapp1.0"として登録する例です。

# docker tag j2eemyapp:1.0 docker-registry.aps.svc:5000/j2eemyapp:1.0

# docker push docker-registry.aps.svc:5000/j2eemyapp:1.0

2. Red Hat OpenShiftにログインします。

3. oc new-appコマンドに-oオプションを指定して、J2EEのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルをJ2EEア
プリケーション配備済みDockerイメージから作成します。

以下は、J2EEのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルを作成する例です。

# oc new-app --docker-image=docker-registry.aps.svc:5000/j2eemyapp:1.0 --name j2eemyapp -o yaml > j2eemyapp.yaml

上記例では、イメージ名"docker-registry.aps.svc:5000/j2eemyapp:1.0"のDockerイメージからファイル名"j2eemyapp.yaml"のyaml
形式の設定ファイルを作成しています。

4. 「手順3」で出力された設定ファイルを編集して、以下の設定を行います。

－ IPCパラメーターの設定

－ J2EEが動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

－ livenessProbeでJ2EEの生存状態を監視する設定

－ 永続ボリュームを利用する設定

－ サービス定義の設定

設定ファイルのテンプレートの編集内容については、「B.2 J2EE」を参照してください。

5. 「手順4」で編集した設定ファイルを使ってコンテナを起動します。

以下は、oc createコマンドを使用して、「手順4」で編集した設定ファイルからコンテナを起動する例です。

# oc create -f j2eemyapp.yaml

上記例は、設定ファイルのファイル名が"j2eemyapp.yaml"の場合の例です。

6. J2EEアプリケーションにアクセスするURLを外部へ公開するためのrouteを作成します。

システム要件に合わせて以下のいずれかを作成し、--hostnameオプションに指定したホスト名でサービスを公開します。

－ セキュリティ保護されていないroute

oc exposeコマンドを使用します。

以下は、ポート番号80をURL http://myapp.example.comで公開するrouteを作成する例です。アプリケーションには、http://
myapp.example.com/<Webアプリケーション名>等でアクセスできるようになります。赤字の部分を適宜変更してください。

# oc expose deploymentconfigs/j2eemyapp --name=j2eemyapp --port=80

# oc expose svc/j2eemyapp --hostname=myapp.example.com

－ セキュリティ保護されたroute

oc createコマンドを使用します。

TLSでHTTP通信を暗号化する場合、routeの--hostnameオプションに指定したホスト名で証明書を作成します。

以下は、ポート番号80をURL https://myapp.example.comで公開するroute（Edge Termination）を作成する例です。アプリケー

ションには、https://myapp.example.com/<Webアプリケーション名>等でアクセスできるようになります。赤字の部分を適宜変更

してください。

# oc expose deploymentconfigs/j2eemyapp --name=j2eemyapp --port=80

# oc create route edge --service=svc/j2eemyapp --hostname=myapp.example.com --key=myapp.key --cert=myapp.crt
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 注意

－ シングル・サインオンの業務サーバ機能を利用する場合は、routeに設定するポート番号とホスト名に業務システムの公開URLを
設定してください。

業務システムの公開URLについては、Interstage 管理コンソールの[システム] > [セキュリティ] > [シングル・サインオン] > [業務

システム]の[一覧]タブで確認できます。

－ WebサーバとIJServerを別Podで運用し、IJServerで要求を受け付けるWebサーバのIPアドレスを制限する場合は、以下のように

設定してください。なお、Webサーバ用のPodやIJServer用のPodを再起動した場合は再設定が必要です。

- Webサーバの連携設定の「ServletコンテナのIPアドレス」に、IJServerのPodのIPアドレスを設定する。

- IJServerの「要求を受け付けるWebサーバのIPアドレス」に、WebサーバのPodのIPアドレスを設定する。

Webサーバの連携設定および「要求を受け付けるWebサーバのIPアドレス」については「J2EE ユーザーズガイド(旧版互換)」の
「IJServerとWebサーバを分離して運用する場合の手順」を参照してください。

7. 「手順6」で--hostnameオプションに指定したホスト名を名前解決できるようにします。

以下は、Linuxサーバ環境でhostsファイルを修正してホスト名(myapp.example.com)をIPアドレス(203.0.113.2)で名前解決するときの

設定例です。

# cat /etc/hosts

203.0.113.2   myapp.example.com

4.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作

Red Hat OpenShiftにおける運用操作について説明します。

4.3.1 運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターの変更

運用中のJ2EEアプリケーションやパラメーターを変更する流れを以下に示します。
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以下の手順でJ2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコンテナを作成します。

1. 本番開発環境でJ2EEアプリケーションの再作成やInterstageのパラメーターの変更を行い、Interstage資源を移出します。

2. 「4.2.2 J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、J2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを作成

します。

3. 「4.2.3 Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順3」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"j2eemyapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"j2eemyapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/j2eemyapp -p '{"spec":{"to":{"name":"j2eemyapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順3」で作成したrouteを削除することができます。

4.3.2 修正ファイルの適用

本製品の修正ファイルを適用する流れを以下に示します。
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以下の手順でJ2EEベアイメージとJ2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコンテナを

作成します。

1. 修正ファイル適用済みJ2EEベアイメージを作成します。

以下の手順を実行し、修正ファイル適用済みJ2EEベアイメージを作成します。

1. J2EEベアイメージから、Dockerコンテナを作成し、起動します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"j2eebare:1.0"のJ2EEベアイメージから、コンテナ名"j2eetmp"のコンテナを

作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name j2eetmp -di j2eebare:1.0

2. 「手順1－1」で作成したDockerコンテナに、本製品の修正ファイルを適用します。

以下は、修正ファイル"TnnnnnnLX-mm.tar.Z"と修正適用管理簿設定ファイル"linprdchk.tar.Z"を、コンテナ名"j2eetmp"の
コンテナのディレクトリ"/work/"にコピーし、修正を適用する場合の例です。
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# docker cp TnnnnnnLX-mm.tar.Z j2eetmp:/work/

# docker cp linprdchk.tar.Z j2eetmp:/work/

# docker exec -it j2eetmp /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it j2eetmp /opt/FJSVfupde/bin/uam setup -s -C /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it j2eetmp /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it j2eetmp /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

3. docker commitコマンドを実行し、「手順1－1」で作成したDockerコンテナを元に、修正ファイル適用済みJ2EEベアイメージを

作成します。

以下は、コンテナ名"j2eetmp"のコンテナを元に、イメージ名"j2eebare:2.0"の修正ファイル適用済みJ2EEベアイメージを作成

する場合の例です。

# docker commit j2eetmp j2eebare:2.0

2. 「手順1」で再作成したベアイメージを使用して、「4.2.2 J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、J2EE
アプリケーション配備済みDockerイメージを再作成します。

3. 「4.2.3 Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順3」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"j2eemyapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"j2eemyapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/j2eemyapp -p '{"spec":{"to":{"name":"j2eemyapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順3」で作成したrouteを削除することができます。

4.3.3 OSのベースイメージの変更

OSのベースイメージを変更する流れを以下に示します。
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以下の手順でJ2EEベアイメージとJ2EEアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコンテナを

作成します。

1. Dockerfileで指定しているベースイメージのOSバージョンを修正します。

2. 「4.2.1 J2EEベアイメージの作成」の手順を実行し、J2EEベアイメージを再作成します。

3. 「手順2」で再作成したベアイメージを使用して、「4.2.2 J2EEアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、J2EE
アプリケーション配備済みDockerイメージを再作成します。

4. 「4.2.3 Red Hat OpenShift上でのJ2EEアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順3」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

5. ステージング環境の動作が確認できたら、プロダクション環境のrouteを編集して、「手順4」で実行したステージング環境をプロダ

クション環境として公開します。

以下は、oc patchコマンドを使用して、プロダクション環境のroute名"j2eemyapp"に設定済みのサービス名をステージング環境の

サービス名"j2eemyapp-2"に変更する例です。

# oc patch route/j2eemyapp -p '{"spec":{"to":{"name":"j2eemyapp-2"}}}'

プロダクション環境のPodにrouteを設定したら、「手順4」で作成したrouteを削除することができます。

4.3.4 ログの採取

J2EEのログを採取する方法について説明します。
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1. プロジェクトで実行中のPod名(po/xxxxxxxのxxxxxxx)を確認します。

以下はPod名が"j2eemyapp-1-2sbc3"の例です。

# oc get all

NAME                            READY     STATUS    RESTARTS   AGE

po/j2eemyapp-1-2sbc3 1/1        1/1       Running   0          7d

2. 「手順1」で確認したPod名のDockerコンテナに対してシェルコマンドを実行します。

以下は、Pod名が"j2eemyapp-1-2sbc3"のDockerコンテナに対してrshを実行する例です。

# oc rsh j2eemyapp-1-2sbc3

sh-4.2#

3. シェル上でログの参照を行います。

ログの詳細は以下のマニュアルの記事を参照してください。

「J2EE ユーザーズガイド(旧版互換)」の「J2EEアプリケーション開発・運用時の異常」
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第5章 CORBAアプリケーションの運用

本章では、CORBAアプリケーションをRet Hat OpenShiftで運用するための方法について説明します。

5.1 運用手順概要

CORBAアプリケーションの運用を開始する流れを以下に示します。

「5.2 CORBAアプリケーションの運用開始手順」では以下の3点（以下の図の赤い破線の範囲）について説明します。

・ CORBAサービスベアイメージ（CORBAアプリケーション未配備のDockerイメージ）を作成する（「5.2.1 CORBAサービスベアイメージの

作成」）（図内のA）

・ CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを作成する（「5.2.2 CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」）（図

内のB）

・ Red Hat OpenShift上でCORBAアプリケーションを実行する（「5.2.3 Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行」）（図内

のC）

アプリケーションの運用を開始するまでの手順は図内のA、B、Cの順で進めます。
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 注意

・ 本書の手順では、CORBAサービスのデフォルトポート番号"8002"は使用できません。Red Hat OpenShiftのNodePortの範囲で設定

してください。NodePortの設定については、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

「5.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作」では、Red Hat OpenShift上の運用で想定される以下のシナリオについて、説明します。

・ 運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターを変更する（「5.3.1 運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターの変更」）

・ 修正ファイルを適用する（「5.3.2 修正ファイルの適用」）

・ OSのベースイメージを変更する（「5.3.3 OSのベースイメージの変更」）

・ ログを採取する（「5.3.4 ログの採取」）

 

 ポイント

・ 以下の場合は、CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージの再作成から実施するため、図内のB、Cの手順を実施します。

－ 運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターを変更する（「5.3.1 運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターの変更」）

・ 以下の場合は、CORBAサービスベアイメージの再作成から実施するため、図内のA、B、Cの手順を実施します。

－ 修正ファイルを適用する（「5.3.2 修正ファイルの適用」）

－ OSのベースイメージを変更する（「5.3.3 OSのベースイメージの変更」）

5.2 CORBAアプリケーションの運用開始手順

CORBAアプリケーションの運用開始手順について説明します。

本手順はrootユーザで実施してください。

5.2.1 CORBAサービスベアイメージの作成

CORBAサービスベアイメージの作成の流れを以下に示します。

Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、CORBAサービスベアイメージを作成します。CORBAサービスベアイメージのサイズは、

約2.4GBです。

1. CORBAサービスベアイメージ作成に必要な資材の準備

CORBAサービスベアイメージの作成に必要な以下の資材を、Dockerイメージ作成環境に用意します。
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1. Dockerfile

CORBAサービスをインストールするコンテナを作成するためのDockerイメージを作成するDockerfileを作成し、ディレクトリ"/
docker"に配置してください。

作成するDockerfileの内容については、「A.3.1 Dockerfile」を参照してください。

2. CORBAサービスインストール資材

- 本製品のサーバパッケージDVD

本製品のサーバパッケージDVDを、ディレクトリ"/docker/iaps/"にマウントしてください。

以下は、ディレクトリ"/docker/iaps/"を作成してマウントする例です。

# mkdir -p /docker/iaps

# mount -t iso9660 -o loop /dev/cdrom /docker/iaps

- インストールパラメーターCSVファイル

CORBAサービスを、本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合、インストールパラメーターCSV
ファイル（corba.csv）を作成し、ディレクトリ"/docker/"に配置してください。

作成するインストールパラメーターCSVファイルについては、「A.3.2 インストールパラメーターCSVファイル」を参照して

ください。

3. UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材

以下の3種類の資源をダウンロードし、ディレクトリ"/docker/work/"に格納してください。

- UAMLINMW.tar.Z

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール(Linux版)

- linprdchk.tar.Z

修正適用管理簿設定ファイル(Linux版)

- TnnnnnnLX-mm.tar.Z

修正ファイル(適用する修正群全て)

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストール資材の詳細は、「UpdateAdvisor(ミドルウェア)のヘルプ」を参照してください。

4. その他の資材

Dockerコンテナを起動したときのホスト名はランダムな名前になるため、Dockerコンテナのホスト名をInterstageの定義情報に

反映する必要があります。そのためのシェルスクリプト、unitファイルを作成します。

- ホスト情報変更用シェルスクリプト

ホスト名を変更するために、Dockerコンテナの起動時に実行するホスト情報変更用シェルスクリプト（chhostname.sh）を作

成し、ディレクトリ"/docker/interstage/backup_restore"に格納してください。

ホスト情報変更用シェルスクリプトについては、「A.3.3 ホスト情報変更用シェルスクリプト」を参照してください。

- Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用ファイル

Red Hat OpenShiftのlivenessProbeとして実行するスクリプト（probe.sh）を作成し、ディレクトリ"/docker/interstage/probe"に
格納してください。

Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェルスクリプトについては、「A.3.4 Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェル

スクリプト」を参照してください。

- unitファイル

Interstage起動前にホスト情報変更用シェルスクリプトを実行するためのunitファイル（FJSVisas_start.service)と、Interstage
起動後にInterstageのlivenessProbeを開始するためのunitファイル（FJSVisas_inspect_start.service）を作成し、ディレクトリ

"/docker/unitfiles/"に格納してください。

unitファイルについては、「A.3.5 unitファイル」を参照してください。
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2. CORBAサービスベアイメージの作成

1. docker buildコマンドを実行し、「手順1-1」で作成したDockerfileからDockerイメージを作成します。

以下は、ディレクトリ"/docker/"に配置したDockerfileを使用して、イメージ名"tmpcorbaimage"のDockerイメージを作成する場

合の例です。

# docker build -t tmpcorbaimage /docker

 

 注意

- Dockerイメージをビルド中、Interstageのインストールフェーズにおいて、以下のメッセージや警告が出力される場合が

ありますが、無視してください。

Failed to get D-Bus connection: Operation not permitted

warning: %post(FJSVod-14.0.0-1.0.x86_64) scriptlet failed, exit status 1

warning: %post(FJSVisgui-12.0-0.0.x86_64) scriptlet failed, exit status 1

なお、本手順実行後は、Dockerイメージ作成環境にマウントした本製品のサーバパッケージDVDはアンマウント可能です。

# umount /docker/iaps

2. 「手順2-1」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテナを作成します。

以下は、docker runコマンドを使用して、イメージ名"tmpcorbaimage"のDockerイメージから、コンテナ名"tmpcorbabare"のコ

ンテナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpcorbabare -di tmpcorbaimage

3. 「手順2-2」で作成したDockerコンテナ内で、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールします。

「手順1-3」で用意したUpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュール、修正適用管理簿設定ファイルをDockerコンテナ上

のディレクトリ"/work/"にコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書とヘ

ルプに従い、Dockerコンテナ上でUpdateAdvisor(ミドルウェア)のインストールを実施してください。

以下は、コンテナ名"tmpcorbabare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用してUpdateAdvisor(ミドルウェア)と修
正適用管理簿設定ファイルをコピーし、UpdateAdvisor(ミドルウェア)をインストールする場合の例です。

# docker cp /docker/work/UAMLINMW.tar.Z tmpcorbabare:/work/

# docker cp /docker/work/linprdchk.tar.Z tmpcorbabare:/work/

# docker exec -it tmpcorbabare /bin/mkdir /work/uam

# docker exec -it tmpcorbabare /bin/tar -xzf /work/UAMLINMW.tar.Z -C /work/uam

# docker exec -it tmpcorbabare /work/uam/install.sh -s /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it tmpcorbabare /bin/rm -rf /work/uam /work/linprdchk.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

4. 「手順2-2」で作成したDockerコンテナ内で、必要に応じて、本製品の修正ファイルを適用します。

「手順1-3」で用意した修正ファイル(適用する修正群全て)をDockerコンテナ上のディレクトリ"/work/"にコピーし、

UpdateAdvisor(ミドルウェア)インストールモジュールに同梱されたソフトウェア説明書とヘルプに従い、Dockerコンテナ上で

修正群の適用(uam add)を実施してください。

以下は、コンテナ名"tmpcorbabare"のDockerコンテナに対し、docker cpコマンドを使用して修正ファイル"TnnnnnnLX-
mm.tar.Z"をコピーし、修正を適用する場合の例です。

# docker cp /docker/work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z tmpcorbabare:/work/

# docker exec -it tmpcorbabare /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it tmpcorbabare /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it tmpcorbabare /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z

5. docker commitコマンドを実行し、「手順2-2」で作成したDockerコンテナを元に、CORBAサービスベアイメージを作成します。

以下は、コンテナ名"tmpcorbabare"のコンテナを元に、イメージ名"corbabareimage:1.0"のCORBAサービスベアイメージを作

成する場合の例です。
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# docker commit tmpcorbabare corbabareimage:1.0

コンテナ名"tmpcorbabare"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop tmpcorbabare

# docker rm tmpcorbabare

5.2.2 CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成

CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成の流れを以下に示します。

Dockerイメージの作成環境で以下の手順に従い、CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

1. Interstage資源の用意

本番開発環境から移出したInterstage資源をDockerイメージ作成環境のディレクトリ"/docker/backup/"にコピーしてください。また、

CORBAアプリケーションを"/docker/app/"にコピーしてください。

 

 注意

－ Red Hat OpenShift上（プロダクション環境）に新規にCORBAサービス実行環境を作成する場合、本番開発環境にプロダクション

環境と同じ構成のCORBAサービス実行環境を作成し、Interstage資源を移出してください。

本番開発環境は、オンプレミスやVM、コンテナどれでも可能です。

2. Interstage資源の移入とIPCパラメーターの設定解除

1. 「5.2.1 CORBAサービスベアイメージの作成」で作成したDockerイメージから、--privilegedオプションを指定しDockerコンテ

ナを作成します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"corbabareimage:1.0"のベアイメージから、コンテナ名"tmpcorbaapp"のコ

ンテナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpcorbaapp -di corbabareimage:1.0

2. 「手順1」で用意したInterstage資源を、「手順2-1」で作成したDockerコンテナにコピーします。

アプリケーションが参照していてInterstage資源に含まれていないファイルがある場合は、そのファイルについてもDockerコ
ンテナにコピーしてください。
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以下は、ディレクトリ"/docker/backup"にコピーしたInterstage資源とCORBAアプリケーションを格納したディレクトリ"/docker/
app/"を、docker cpコマンドを使用してコンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナ内のディレクトリ"/interstage/backup_restore/"に
コピーする場合の例です。

# docker exec -it tmpcorbaapp rm -rf /interstage/backup_restore/backup/

# docker cp /docker/backup tmpcorbaapp:/interstage/backup_restore/

# docker cp /docker/app tmpcorbaapp:/interstage/backup_restore/

3. Interstage資源を移入するためにDockerコンテナのシェルを実行します。

以下は、"tmpcorbaapp"コンテナで"/bin/bash"を実行する場合の例です。

# docker exec -it tmpcorbaapp /bin/bash

4. Dockerコンテナ内でInterstageを停止します。

/opt/FJSVisas/bin/isservicestop.shコマンドを使うと、すべての機能を停止することができます。

# /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

5. Interstage資源を移入します。

Interstage資源移出元ディレクトリは、chhostname.shのCOMMON_PATHに設定しているディレクトリです。

# COMMON_PATH=/interstage/backup_restore/backup

# /opt/FJSVtd/bin/iscrestoresys ${COMMON_PATH}

# /opt/FJSVod/bin/odrestoresys ${COMMON_PATH}

# /opt/FJSVtd/bin/tdrestoresys ${COMMON_PATH}

イベントサービスを使用している場合は、イベントサービスの移入も実施してください。

# COMMON_PATH=/interstage/backup_restore/backup

# /opt/FJSVes/bin/esrestoresys -d ${COMMON_PATH}

移入方法の詳細については、以下を参照してください。

「運用ガイド(基本編)」の「メンテナンス(資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の変更)」－「他サーバへの資

源移行」－「資源移入手順」

6. IPCパラメーターの設定を解除します。

Red Hat OpenShiftのPod に対するIPC パラメーターの設定を有効にするために、/etc/sysctl.confのIPCパラメーターの設定を

コメントアウトする必要があります。

以下の例のように、「### for IAPS ###」に続く"kernel."で始まるパラメーターの設定をコメントアウトしてください。

### for IAPS ###

#kernel.sem = 1100 35406 200 1600

#kernel.shmall = 4294967296

#kernel.shmmax = 68719476736

#kernel.shmmni = 4315

#kernel.msgmax = 65536

#kernel.msgmnb = 4194304

#kernel.msgmni = 8199

7. Red Hat OpenShift上でのDockerコンテナ作成時に不要な以下のファイルを削除します。

- シスログの出力先、/var/log/messages

8. 「手順2-3」で実行したDockerコンテナのシェルを終了します。

# exit

3. CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージの作成

docker commitコマンドを実行し、「手順2」で作成したDockerコンテナを元に、CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを

作成します。
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以下は、コンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナを元に、イメージ名"corbaapp:1.0"のCORBAアプリケーション配備済みDockerイメー
ジを作成する場合の例です。

# docker commit tmpcorbaapp corbaapp:1.0

コンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop tmpcorbaapp

# docker rm tmpcorbaapp

5.2.3 Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行

Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行の流れを以下に示します。

以下の手順を実施して、本製品に配備したCORBAアプリケーションをRed Hat OpenShift上で実行します。

 

 注意

・ 本製品のCORBAサービスのDockerイメージの実行はroot権限が必要です。root権限でDockerイメージを実行できるようにRed Hat
OpenShiftのユーザ、プロジェクトを設定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Cluster Administration

   Managing Security Context Constraints
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・ Podを再起動すると、Dockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されます。

ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログは永続ストレージを指定してください。詳細は以下を参照してください。

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/)

 OpenShift Container Platform

  Developer Guide

   Using Persistent Volumes

なお、Red Hat OpenShiftでは本製品が出力するログ（例えば、CORBAサービスのログ）は永続ストレージを指定できません。そのため、

livenessProbeの設定は無効にすることを推奨します。livenessProbeを設定すると、Interstageサービスがダウンした場合にPodが再起動

します。livenessProbeの設定については、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

1. Red Hat OpenShiftからアクセス可能なリポジトリに、Dockerイメージを登録します。

本手順は、Dockerイメージ作成環境で実行します。

以下は、ローカルリポジトリ"docker-registry.aps.svc:5000"に、Dockerイメージ"corbaapp:1.0"を"docker-registry.aps.svc:5000/
corbaapp:1.0"として登録する例です。

# docker tag corbaapp:1.0 docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:1.0

# docker push docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:1.0

2. Red Hat OpenShiftにログインします。

3. oc new-appコマンドに-oオプションを指定して、CORBAサービスのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルを

CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージから作成します。

以下は、CORBAサービスのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための設定ファイルを作成する例です。

# oc new-app --docker-image=docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:1.0 --name corbamyapp -o yaml > corbamyapp.yaml

上記例では、イメージ名"docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:1.0"のDockerイメージからファイル名"corbamyapp.yaml"のyaml
形式の設定ファイルを作成しています。

4. 「手順3」で出力された設定ファイルを編集して、以下の設定を行います。

－ IPCパラメーターの設定

－ CORBAサービスが動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

－ livenessProbeでCORBAサービスの生存状態を監視する設定

－ 永続ボリュームを利用する設定

－ NodePortタイプのサービス定義の設定

設定ファイルのテンプレートの編集内容については、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

5. 「手順4」で編集した設定ファイルを使ってコンテナを起動します。

以下は、oc createコマンドを使用して、「手順4」で編集した設定ファイルからコンテナを起動する例です。

# oc create -f corbamyapp.yaml

上記例は、設定ファイルのファイル名が"corbamyapp.yaml"の場合の例です。

5.3 Red Hat OpenShiftにおける運用操作

Red Hat OpenShiftにおける運用操作について説明します。

5.3.1 運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターの変更

運用中のCORBAアプリケーションやパラメーターを変更する流れを以下に示します。
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以下の手順でCORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上でDockerコンテナを作成します。

1. 本番開発環境でCORBAアプリケーションの再作成やInterstageのパラメーターの変更を行い、Interstage資源を移出します。

2. 「5.2.2 CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、CORBAアプリケーション配備済みDockerイメー
ジを作成します。

この時、ホスト情報変更用シェルスクリプト(/interstage/backup_restore/chhostname.sh)のOD_PORTをステージング環境用の

NodePortに修正します。

3. 「5.2.3 Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

この時、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルを編集して、「NodePortタイプのサービス定義」のNodePortの値をステー

ジング環境用に修正します。詳細は、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、ステージング環境をプロダクション環境として公開します。

以下は、ステージング環境をプロダクション環境として公開する手順の例です。

1. 「手順2」で作成したDockerイメージから、Dockerコンテナを作成し、起動します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"corbaapp:1.1"のCORBAアプリケーション配備済みDockerイメージから、コ

ンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpcorbaapp -di corbaapp:1.1
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2. Dockerコンテナのシェルを実行します。

以下は、"tmpcorbaapp"コンテナで"/bin/bash"を実行する場合の例です。

# docker exec -it tmpcorbaapp /bin/bash

3. ホスト情報変更用シェルスクリプト(/interstage/backup_restore/chhostname.sh)のOD_PORTをプロダクション環境用の

NodePortに修正し、Dockerコンテナのシェルを終了します。

4. CORBAサービスのアプリケーション配備済みDockerイメージを作成します。

以下は、コンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナを元に、イメージ名"corbaapp:2.0"のCORBAサービスのアプリケーション配備済

みDockerイメージを作成する場合の例です。

# docker commit tmpcorbaapp corbaapp:2.0

コンテナ名"tmpcorbaapp"のコンテナを停止し、削除します。

# docker stop tmpcorbaapp

# docker rm tmpcorbaapp

5. Red Hat OpenShiftからアクセス可能なリポジトリに、「手順4-4」で作成したDockerイメージを登録します。

以下は、ローカルリポジトリ"docker-registry.aps.svc:5000"に、Dockerイメージ"corbaapp:2.0"を"docker-registry.aps.svc:5000/
corbaapp:2.0"として登録する例です。

# docker tag corbaapp:2.0 docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:2.0

# docker push docker-registry.aps.svc:5000/corbaapp:2.0

6. プロダクション環境のデプロイ設定(DeploymentConfig)を編集し、プロダクション環境で使用するDockerイメージを更新します。

以下は、実行中のデプロイ設定(DeploymentConfig)"corbamyapp"のimageを"corbaapp:2.0"として登録する例です。

# oc set triggers deploymentconfigs/corbamyapp --from-image=corbaapp:2.0 -c corbamyapp

5.3.2 修正ファイルの適用

本製品の修正ファイルを適用する流れを以下に示します。
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以下の手順でCORBAサービスベアイメージとCORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上で

Dockerコンテナを作成します。

1. 修正ファイル適用済みCORBAサービスベアイメージを作成します。

以下の手順を実行し、修正ファイル適用済みCORBAサービスベアイメージを作成します。

1. CORBAサービスベアイメージから、Dockerコンテナを作成し、起動します。

以下は、docker runコマンドを使用し、イメージ名"corbabareimage:1.0"のCORBAサービスベアイメージから、コンテナ

名"tmpcorbabare"のコンテナを作成する場合の例です。

# docker run --privileged --name tmpcorbabare -di corbabareimage:1.0

2. 「手順1-1」で作成したDockerコンテナに、本製品の修正ファイルを適用します。

以下は、修正ファイル "TnnnnnnLX-mm.tar.Z"と修正適用管理簿設定ファイル "linprdchk.tar.Z"を、コンテナ

名"tmpcorbabare"のコンテナのディレクトリ"/work/"にコピーし、修正を適用する場合の例です。
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# docker cp TnnnnnnLX-mm.tar.Z tmpcorbabare:/work/

# docker cp /docker/work/linprdchk.tar.Z tmpcorbabare:/work/

# docker exec -it tmpcorbabare /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# docker exec -it tmpcorbabare /opt/FJSVfupde/bin/uam setup -s -C /work/linprdchk.tar.Z

# docker exec -it tmpcorbabare /opt/FJSVfupde/bin/uam add -s -d /work/ -i TnnnnnnLX-mm

# docker exec -it tmpcorbabare /bin/rm -rf /work/TnnnnnnLX-mm.tar.Z /work/linprdchk.tar.Z

3. docker commitコマンドを実行し、「手順1-1」で作成したDockerコンテナを元に、修正ファイル適用済みCORBAサービスベ

アイメージを作成します。

以下は、コンテナ名"tmpcorbabare"のコンテナを元に、イメージ名"corbabareimage:2.0"の修正ファイル適用済みCORBA
サービスベアイメージを作成する場合の例です。

# docker commit tmpcorbabare corbabareimage:2.0

2. 「手順1」で再作成したベアイメージを使用して、「5.2.2 CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、

CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成します。

この時、ホスト情報変更用シェルスクリプト(/interstage/backup_restore/chhostname.sh)のOD_PORTをステージング環境用の

NodePortに修正します。

3. 「5.2.3 Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順2」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

この時、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルを編集して、「NodePortタイプのサービス定義」のNodePortの値をステー

ジング環境用に修正します。詳細は、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

4. ステージング環境の動作が確認できたら、ステージング環境をプロダクション環境として公開します。手順の例は、「5.3.1 運用中の

CORBAアプリケーションやパラメーターの変更」の「手順4」を参照してください。

5.3.3 OSのベースイメージの変更

OSのベースイメージを変更する流れを以下に示します。
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以下の手順でCORBAサービスベアイメージとCORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成し、Red Hat OpenShift上で

Dockerコンテナを作成します。

1. Dockerfileで指定しているベースイメージのOSバージョンを修正します。

2. 「5.2.1 CORBAサービスベアイメージの作成」の手順を実行し、CORBAサービスベアイメージを再作成します。

3. 「手順2」で再作成したベアイメージを使用して、「5.2.2 CORBAアプリケーションを配備したDockerイメージの作成」の手順に従い、

CORBAアプリケーション配備済みDockerイメージを再作成します。

この時、ホスト情報変更用シェルスクリプト(/interstage/backup_restore/chhostname.sh)のOD_PORTをステージング環境用の

NodePortに修正します。

4. 「5.2.3 Red Hat OpenShift上でのCORBAアプリケーションの実行」の手順に従い、「手順3」で作成したDockerイメージをRed Hat
OpenShift上でステージング環境としてコンテナを実行します。

この時、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルを編集して、「NodePortタイプのサービス定義」のNodePortの値をステー

ジング環境用に修正します。詳細は、「B.3 CORBAサービス」を参照してください。

5. ステージング環境の動作が確認できたら、ステージング環境をプロダクション環境として公開します。手順の例は、「5.3.1 運用中の

CORBAアプリケーションやパラメーターの変更」の「手順4」を参照してください。

5.3.4 ログの採取

CORBAサービスのログを採取する方法について説明します。
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1. プロジェクトで実行中のPod名(po/xxxxxxxのxxxxxxx)を確認します。

以下はPod名が"corbamyapp-1-2sbc3"の例です。

# oc get all

NAME                            READY     STATUS    RESTARTS   AGE

po/corbamyapp-1-2sbc3           1/1       Running   0          7d

2. 「手順1」で確認したPod名のDockerコンテナに対してシェルコマンドを実行します。

以下は、Pod名が"corbamyapp-1-2sbc3"のDockerコンテナに対してrshを実行する例です。

# oc rsh corbamyapp-1-2sbc3

sh-4.2#

3. シェル上でログの参照を行います。

ログの詳細は以下のマニュアルの記事を参照してください。

「トラブルシューティング集」の「障害調査資料の採取」－「CORBAサービスのログ情報の採取」
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第6章 トラブルシューティング

本章では、Red Hat OpenShift環境でInterstage運用の際に発生するトラブルの解決方法について説明します。Interstageの各機能のト

ラブルは以下のマニュアルの記事を参照してください。

・ Java EE 7

「Java EE 7 設計・構築・運用ガイド」の「トラブルシューティング」

・ J2EE

「J2EE ユーザーズガイド(旧版互換)」の「トラブルシューティング」

・ CORBAサービス

「トラブルシューティング集」の「CORBAサービス使用時の異常」

6.1 一括情報採取ツール

一括情報採取ツールとはInterstage運用中のトラブル発生時に調査資料採取を行うコマンド(iscollectinfo)です。Red Hat OpenShift環境

での資料採取方法について説明します。

Red Hat OpenShift環境での資料採取方法は以下です。

1. プロジェクトで実行中のPod名を確認します。

以下は、Pod名が"isje7myapp-1-2sbc3"の例です。

# oc get all

NAME                   READY    STATUS    RESTARTS   AGE

po/isje7myapp-1-2sbc3  1/1      Running   0          28s

2. Pod内のコンテナにログインします。

「手順1」で確認したPod名のDockerコンテナに対してシェルコマンドを実行します。

以下は、Pod名が"isje7myapp-1-2sbc3"のDockerコンテナに対してrshを実行する例です。

# oc rsh isje7myapp-1-2sbc3

3. Pod内のコンテナ内でiscollectinfoコマンドを実行します。

# /opt/FJSVisas/bin/iscollectinfo

 

 注意

－ Interstageサービスがダウンし、livenessProbeによってPodの再起動が繰り返される場合は、Podの再作成時にlivenessProbeの
設定を削除してください。

4. 「手順3」で採取した資料を取得します。

以下は、Pod名が"isje7myapp-1-2sbc3"のDockerコンテナで採取したiscollectinfoの資料を圧縮し、コンテナ内から取得する例です。

# tar cfz /tmp/collectinfo.tar.gz -C / collect/20190123013250

# exit

# oc cp isje7myapp-1-2sbc3:tmp/collectinfo.tar.gz work/

6.2 クライアントへの一部のレスポンス時間が悪化する場合

クライアントとサーバーアプリケーションが動作するコンテナの間には、Red Hat OpenShift固有のネットワーク構成があります。

そのため、サーバーアプリケーションの処理時間が悪化していない場合、クライアントとRed Hat OpenShift間のネットワークが影響している

可能性があります。
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サーバーアプリケーションの処理時間については、Webサーバのアクセスログから確認してください。

アクセスログの詳細は以下のマニュアルの記事を参照してください。

・ Interstage HTTP Server 2.2の場合

「Interstage HTTP Server 2.2運用ガイド」の「運用・保守」－「ログ」－「アクセスログ」

・ Interstage HTTP Serverの場合

「Interstage HTTP Server 運用ガイド」の「運用・保守」－「ログ」－「アクセスログ」

クライアントとRed Hat OpenShift間のネットワークが悪化している場合、Red Hat OpenShiftをチューニングして対処してください。

例えば、Red Hat OpenShiftでは、固有のネットワーク構成として、router(HAProxy)があります。

クライアントからの要求数に比べてRed Hat OpenShiftのrouter(HAProxy)のスレッド数の値が適切かを確認してください。

スレッド数のチューニングについては以下を参照してください。

[Red Hat OpenShift Container Platform 3.10以前]

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/ )

 OpenShift Container Platform

  Installation and Configuration

   Setting up a Router

    Deploying a Customized HAProxy Router

※「nbthread」をチューニングします。

https://access.redhat.com/articles/3428361

上記URLを参照するためには、Red Hat OpenShiftのサポート契約が必要です。

[Red Hat OpenShift Container Platform 3.11以降]

Red Hat OpenShift Documentation  (https://docs.openshift.com/ )

 OpenShift Container Platform

  Architecture

   Networking

    Routes

※「ROUTER_THREADS」をチューニングします。
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付録A ベアイメージ作成に必要な資材

ベアイメージ作成に必要な資材について説明します。

A.1 Java EE 7
Java EE 7ベアイメージ作成に必要な資材について説明します。

A.1.1 Dockerfile
Java EE 7ベアイメージ作成時に使用するDockerfileの定義内容を以下の図に記載します。

なお、以下の図は、ベースイメージにregistry.access.redhat.com/rhel7.3を使用する例です。

# Get Base image

FROM registry.access.redhat.com/rhel7.3

RUN /bin/yum clean all -y

# Set up SELinux

RUN /bin/mkdir -p /etc/selinux/targeted/contexts/;           \

    /bin/echo '<busconfig><selinux></selinux></busconfig>' > \

    /etc/selinux/targeted/contexts/dbus_contexts

# Set up Systemd

ENV container docker

RUN /bin/yum -y swap -- remove fakesystemd -- install systemd    \

    systemd-libs &&                                                  \

    /bin/yum clean all -y;                                           \

    /bin/ls -d /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/* |       \

    /bin/grep -v "systemd-tmpfiles-setup.service" |                \

    /bin/xargs /bin/rm -f;                                            \

    /bin/rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*                        \

               /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*         \

               /lib/systemd/system/basic.target.wants/*            \

               /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*         \

               /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*       \

               /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl* \

               /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*

# Set up Syslogd

RUN /bin/yum install -y rsyslog && /bin/yum clean all -y;    \

    /bin/sed 's/$ModLoad imjournal/# $ModLoad imjournal/'    \

    -i /etc/rsyslog.conf;                                       \

    /bin/sed 's/$OmitLocalLogging on/$OmitLocalLogging off/' \

    -i /etc/rsyslog.conf;                                       \

    /bin/sed 's/$IMJournalStateFile imjournal.state/#         \

    $IMJournalStateFile imjournal.state/'                       \

    -i /etc/rsyslog.conf;                                         \

    /bin/sed '/$SystemLogSocketName/s/^/#/' /etc/rsyslog.d/listen.conf

# Install OS packages for Interstage

RUN /bin/yum -y install                                                    \

    cpp.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 gdb.x86_64 glibc-devel.x86_64 \

    glibc-headers.x86_64                                                   \

    iproute.x86_64 kernel-headers.x86_64 krb5-workstation.x86_64       \

    libICE.x86_64 libSM.x86_64                                             \

    libstdc++-devel.x86_64 libtool-ltdl.x86_64 libX11.x86_64            \

    libX11-common.noarch libXau.x86_64                                    \

    libxcb.x86_64 libXext.x86_64 libXi.x86_64 libXp.x86_64              \

    libXrender.x86_64 libXt.x86_64                                        \
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    libXtst.x86_64 lksctp-tools.x86_64 mpfr.x86_64 perl.x86_64          \

    perl-libs.x86_64                                                        \

    perl-Module-Pluggable.noarch perl-Pod-Escapes.noarch                \

    perl-Pod-Simple.noarch perl-version.x86_64                           \

    redhat-lsb.x86_64 rsyslog.x86_64 strace.x86_64 systemd.x86_64       \

    tcsh.x86_64 unixODBC.x86_64 &&                                         \

    /bin/yum clean all -y;

# Set Env for Interstage install

ENV CIR_INST_SKIP yes

ENV TERM xterm

# Set Japanese locale

ARG install_langs="ja_JP.utf8"

ARG lang_env="ja_JP.UTF-8"

RUN /bin/sed -i -e "/^override_install_langs/s/$/,${install_langs}/g" \

    /etc/yum.conf;                                                         \

    /bin/sed -i -e "s/^LANG=.*/LANG=${lang_env}/g" /etc/locale.conf;  \

    /bin/yum -y reinstall glibc-common && /bin/yum clean all -y

ENV LANG=${lang_env} LANGUAGE="${lang_env}" LC_ALL="${lang_env}"

# Set Japanese time zone

ARG timezone="Asia/Tokyo"

RUN /bin/yum -y reinstall tzdata && /bin/yum clean all -y;       \

    /bin/ln -snf /usr/share/zoneinfo/${timezone} /etc/localtime

# Specify executable when run this docker image

CMD [ "/usr/sbin/init" ]

A.1.2 インストールパラメーターCSVファイル

Java EE 7を本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合に使用する、インストールパラメーターCSVファイルの記

述例を以下に記載します。赤字の部分を適宜変更してください。

installInfo,Name,isasinst

parameters,ServerType,application

parameters,InstallType,custom

parameters,SecurityMode,secure

parameters,SecurityGroup,root

parameters,JavaEE7AdminPassword,changeit

parameters,FN_JAVASE8,Y

parameters,FN_JAVAEE7,Y

parameters,FN_WEBSERVER22,Y

parameters,FN_WEBSERVER_CONNECTOR22,Y

インストールパラメーターCSVファイルの詳細は以下を参照し、システムの運用で必要となる機能をインストールしてください。

「インストールガイド」の「インストール作業」－「サイレントインストール」－「インストールパラメーターCSVファイルの作成」

A.1.3 一括移入用シェルスクリプト

Interstage資源を一括移入するシェルスクリプトの記述例を次に記載します。

赤字が追加/変更箇所です。

1. Interstageの以下のサンプルを流用して作成します。

/opt/FJSVisas/sample/backup_restore/isimport

2. [Common]セクションの変数HOSTおよびCOMMON_PATHに以下の値を設定してください。

(前略)

#==========================================================================

#[Common]
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set HOST=DEV

set COMMON_PATH=/backup

(後略)

3. 移入対象外の定義項目をoffにします。

A.2 J2EE
J2EEベアイメージ作成に必要な資材について説明します。

A.2.1 Dockerfile
J2EEベアイメージ作成時に使用するDockerfileの定義内容を以下の図に記載します。

なお、以下の図は、ベースイメージにregistry.access.redhat.com/rhel7.3を使用する例です。赤字の部分は環境に合わせて修正してくだ

さい。

# Get Base image

FROM registry.access.redhat.com/rhel7.3

# Create directories

RUN mkdir /work /interstage

# Copy Interstage install DVD to the docker image

COPY ./iaps /work/iaps

# Copy parameter csv file to the docker image

COPY ./j2ee.csv /work/j2ee.csv

# Copy shell scripts to the docker image

COPY ./interstage /interstage

RUN chmod 0544 /interstage/backup_restore/* /interstage/probe/*

# Set Japanese locale

ARG install_langs="ja_JP.utf8"

ARG lang_env="ja_JP.UTF-8"

RUN /bin/sed -i -e "/^override_install_langs/s/$/,${install_langs}/g" \

    /etc/yum.conf;                                                         \

    /bin/sed -i -e "s/^LANG=.*/LANG=${lang_env}/g" /etc/locale.conf;  \

    /bin/yum -y reinstall glibc-common && /bin/yum clean all -y

ENV LANG=${lang_env} LANGUAGE="${lang_env}" LC_ALL="${lang_env}"

# Set Japanese time zone

ARG timezone="Asia/Tokyo"

RUN /bin/yum -y reinstall tzdata && /bin/yum clean all -y;       \

    /bin/ln -snf /usr/share/zoneinfo/${timezone} /etc/localtime

# Set up systemd

ENV container docker

RUN yum -y swap -- remove fakesystemd -- install systemd systemd-libs

RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/;               \

    for i in *; do [ $i == systemd-tmpfiles-setup.service ]  || \

    rm -f $i; done)                                           &&     \

    rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*    &&     \

    rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*                      &&     \

    rm -f /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*        &&    \

    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*    &&    \

    rm -f /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl* &&    \

    rm -f /lib/systemd/system/basic.target.wants/*           &&     \

    rm -f /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*

# Install rpms for Interstage
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RUN yum -y install cpp.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 gdb.x86_64   \

    glibc-devel.x86_64 glibc-headers.x86_64 krb5-workstation.x86_64   \

    libICE.x86_64 libSM.x86_64 libX11.x86_64 libX11-common.noarch     \

    libXau.x86_64 libXext.x86_64 libXi.x86_64 libXp.x86_64             \

    libXrender.x86_64 libXt.x86_64 libXtst.x86_64 libstdc++-devel.x86_64 \

    libtool-ltdl.x86_64 libxcb.x86_64 mpfr.x86_64 perl.x86_64          \

    perl-Module-Pluggable.noarch perl-Pod-Escapes.noarch               \

    perl-Pod-Simple.noarch perl-libs.x86_64 perl-version.x86_64        \

    redhat-lsb.x86_64 strace.x86_64 tcsh.x86_64 unixODBC.x86_64        \

    lksctp-tools.x86_64 kernel-headers.x86_64 systemd.x86_64           \

    rsyslog.x86_64 iproute.x86_64

# Install syslogd

RUN yum install -y rsyslog

RUN sed 's/$ModLoad imjournal/# $ModLoad imjournal/'    \

    -i /etc/rsyslog.conf    &&                             \

    sed 's/$OmitLocalLogging on/$OmitLocalLogging off/' \

    -i /etc/rsyslog.conf &&                                \

    sed 's/$IMJournalStateFile imjournal.state/#         \

    $IMJournalStateFile imjournal.state/'                 \

    -i /etc/rsyslog.conf

# For minimum ipc resources

RUN echo '### for IAPS ###'                  >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.sem = 1100 35406 200 1600' >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmall = 4294967296'        >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmmax = 68719476736'       >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmmni = 4315'              >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.msgmax = 65536'            >> /etc/sysctl.conf &&  \

    echo 'kernel.msgmnb = 4194304'          >> /etc/sysctl.conf &&  \

    echo 'kernel.msgmni = 8199'             >> /etc/sysctl.conf

# Change kernel parameters and remove IPCs before systemd start

RUN echo ''                                      >> /etc/rc.local && \

    echo '# change kernel parameters'          >> /etc/rc.local && \

    echo '/usr/sbin/sysctl -p'                  >> /etc/rc.local && \

    echo '# remove IPCs before systemd start' >> /etc/rc.local && \

    echo "QUES=\`/usr/bin/ipcs -q | /usr/bin/grep 0x |             \

                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                   \

                   /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"     >> /etc/rc.local && \

    echo "MSGS=\`/usr/bin/ipcs -m | /usr/bin/grep 0x |             \

                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                   \

                   /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"     >> /etc/rc.local && \

    echo "SEMS=\`/usr/bin/ipcs -s | /usr/bin/grep 0x |             \

                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                   \

                   /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"     >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                       >> /etc/rc.local && \

    echo 'for QUE in ${QUES}'                   >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                     >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -q ${QUE}'            >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                   >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                       >> /etc/rc.local && \

    echo 'for MSG in ${MSGS}'                   >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                     >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -m ${MSG}'            >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                   >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                       >> /etc/rc.local && \

    echo 'for SEM in ${SEMS}'                  >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                     >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -s ${SEM}'            >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                   >> /etc/rc.local && \

    /usr/bin/chmod u+x /etc/rc.local &&                     \

    /usr/bin/systemctl enable rc-local.service > /dev/null 2>&1
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# Install unit files for Interstage

COPY ./unitfiles/FJSVisas_start.service /lib/systemd/system

COPY ./unitfiles/FJSVisas_inspect_start.service /lib/systemd/system

RUN /usr/bin/chmod 0644 /lib/systemd/system/FJSVisas_start.service && \

    /usr/bin/systemctl enable FJSVisas_start.service   && \

    /usr/bin/chmod 0644 \

    /lib/systemd/system/FJSVisas_inspect_start.service && \

    /usr/bin/systemctl enable FJSVisas_inspect_start.service

# Install Interstage

ENV CIR_INST_SKIP yes

ENV TERM xterm

RUN /work/iaps/installer/install.sh -s /work/j2ee.csv

# Specify executable when run this docker image

CMD [ "/usr/sbin/init" ]

# Remove Interstage installer

RUN rm -fr /work/j2ee.csv /work/iaps

# Set root password

RUN echo "root:<rootのパスワード>" | chpasswd

# Stop Interstage

RUN /opt/FJSVisas/bin/isservicestop.sh

# Setting Interstage envioment

RUN ismodifyservice -a FJapache 

RUN ismodifyservice -m mode1

A.2.2 インストールパラメーターCSVファイル

J2EEを本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合に使用する、インストールパラメーターCSVファイルの記述例を

以下に記載します。

installInfo,Name,isasinst

parameters,ServerType,application

parameters,InstallType,custom

parameters,SecurityMode,secure

parameters,SecurityGroup,root

parameters,JavaSEKind,JDK

parameters,MngConsolePort,12000

parameters,MngConsoleSSL,Y

parameters,MngConsoleMessageManual,Y

parameters,WebServerPort,80

parameters,CorbaPort,8002

parameters,FN_WEBSERVER,Y

parameters,FN_SECURE_COMMUNICATION,Y

parameters,FN_MANAGEMENT_CONSOLE,Y

parameters,FN_WEBSERVER_CONNECTOR,Y

parameters,FN_J2EE,Y

parameters,FN_JAVASE8,Y

インストールパラメーターCSVファイルの詳細は以下を参照し、システムの運用で必要となる機能をインストールしてください。

「インストールガイド」の「インストール作業」－「サイレントインストール」－「インストールパラメーターCSVファイルの作成」

A.2.3 ホスト情報変更用シェルスクリプト

Dockerコンテナのホスト名を変更するためのホスト情報変更用シェルスクリプト(chhostname.sh)の記述例を以下に記載します。
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#!/bin/sh

DIR=`dirname $0`

HOST=`/usr/bin/hostname`; export HOST

COMMON_PATH=${DIR}/backup ; export COMMON_PATH

if [ -f ${DIR}/hostname ] ; then

  PRE_HOSTNAME=`/usr/bin/cat ${DIR}/hostname`

else

  PRE_HOSTNAME=""

fi

/usr/bin/date > ${DIR}/chhostname.log 2>&1

while :

do

  /opt/FJSVisjmx/bin/isjmxstat >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  if [ $? -eq 1 ] ; then

    break

  fi

  sleep 1

done

if [ "${PRE_HOSTNAME}" != "${HOST}" ] ; then

  if [ ! -d ${COMMON_PATH} ] ; then

    /bin/csh -f ${DIR}/isbackup >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  fi

  if [ $? -eq 0 ] ; then

    /bin/csh -f ${DIR}/isimport >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  fi

  if [ $? -eq 0 ] ; then

    /opt/FJSVod/bin/OD_set_env -n ${HOST} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} InterfaceRep \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} InterfaceRep_e \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} InterfaceRepLock \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} InterfaceRepository \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} InterfaceRepository_e \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    /opt/FJSVod/bin/odchgservice -h ${HOST} NameService \

          >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

    echo ${HOST} > ${DIR}/hostname

    exit 0

  else

    /usr/bin/rm -fr ${DIR}/hostname

  exit 1

  fi

else

    echo "hostname is ${HOST}. It is same as the one used at a previous time." >> ${DIR}/chhostname.log

    exit 0

fi

A.2.4 一括バックアップ用シェルスクリプト

Dockerコンテナのホスト名を変更するための一括バックアップ用シェルスクリプトの記述例を次に記載します。赤字が追加/変更箇所です。

1. 以下のサンプルを流用して作成します。

/opt/FJSVisas/sample/backup_restore/isbackup

- 54 -



2. "DEFINITION_PART:"の前に以下の命令を追加し、[Common]セクションの変数COMMON_PATHの設定行をコメントアウトします。

/usr/bin/rm -fr $COMMON_PATH

#<Notice>

#

#

#===========================================================

/usr/bin/rm -fr $COMMON_PATH

#==========================================================================

DEFINITION_PART:

#==========================================================================

#[Common]

#set COMMON_PATH=/tmp/backup

#-----------------------------------------------------------

(後略)

3. 移出対象外の定義項目をoffにします。

4. "set JMS_TARGET=on"の行の直前に、以下の命令を追加します。

setenv CLASSPATH /opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar

setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVjms/lib

(前略)

#-----------------------------------------------------------

#[JMS]

setenv CLASSPATH /opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar

setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVjms/lib

set JMS_TARGET=on

(後略)

5. "set J2EE_TARGET=on"の行の直前に、以下の命令を追加します。

setenv PATH /opt/FJSVawjbk/jdk8/bin:${PATH}

(前略)

#-----------------------------------------------------------

#[J2EE]

setenv PATH /opt/FJSVawjbk/jdk8/bin:${PATH}

set J2EE_TARGET=on

(後略)

A.2.5 一括移入用シェルスクリプト

Dockerコンテナのホスト名を変更するための一括移入用シェルスクリプトの記述例を次に記載します。赤字が追加/変更箇所です。

1. 別環境でインストールしたInterstageの以下のサンプルを流用して作成します。

/opt/FJSVisas/sample/backup_restore/isimport

2. [Common]セクションの変数HOSTおよびCOMMON_PATHの設定行をコメントアウトしてください。

(前略)

#==========================================================================

#[Common]

#set HOST=import_host

#set COMMON_PATH=/tmp/backup

(後略)

3. 移入対象外の定義項目をoffにします。

4. "set JMS_TARGET=on"の行の直前に、以下の命令を追加します。

setenv CLASSPATH /opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar
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setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVjms/lib

(前略)

#-----------------------------------------------------------

#[JMS]

setenv CLASSPATH /opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar

setenv LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVjms/lib

set JMS_TARGET=on

(後略)

5. "set J2EE_TARGET=on"の行の直前に、以下の命令を追加します。

setenv PATH /opt/FJSVawjbk/jdk8/bin:${PATH}

(前略)

#-----------------------------------------------------------

#[J2EE]

setenv PATH /opt/FJSVawjbk/jdk8/bin:${PATH}

set J2EE_TARGET=on

(後略)

A.2.6 Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェルスクリプト

Red Hat OpenShiftのlivenessProbeとして実行するシェルスクリプト(probe.sh)の記述例を以下に記載します。

#!/bin/sh

/bin/ps -ef | /bin/grep /opt/FJSVisas/etc/HA/PRIMECLUSTER/IS_INSPECT | 

/bin/grep -v grep

if [ $? -eq 0 ] ; then

  exit 0

else

  exit 1

fi

A.2.7 unitファイル

・ ホスト情報変更用シェルスクリプト実行用unitファイル

Interstage起動前にホスト情報変更用シェルスクリプト(chhostname.sh)を実行するためのunitファイル(FJSVisas_start.service)の記述例

を以下に記載します。

# Change hostname before IAPS start

[Unit]

Description=Change hostname before IAPS start

Wants=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service \

       FJSVihs_start.service FJSVisjmx_start.service \

       FJSVisgui_start.service FJSVjs2su_start.service \

       FJSVsvmon_start.service

After=network.target network-online.target rsyslog.service \

      remote-fs.target nss-lookup.target \

      FJSVtd_stop.service FJSVod_stop.service FJSVihs_stop.service \

      FJSVisjmx_stop.service FJSVisgui_stop.service \

      FJSVjs2su_stop.service FJSVsvmon_stop.service

Before=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service \

       FJSVihs_start.service FJSVisjmx_start.service \

       FJSVisgui_start.service FJSVjs2su_start.service \

       FJSVsvmon_start.service

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/interstage/backup_restore/chhostname.sh

ExecStop=/bin/true
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[Install]

WantedBy=multi-user.target

・ Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用unitファイル

Interstage起動後にInterstageのlivenessProbeを開始するためのunitファイル(FJSVisas_inspect_start.service)の記述例を以下に記載

します。

# Inspect whether IAPS is alive

[Unit]

Description=Inspect whether IAPS is alive

Wants=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

After=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

[Service]

Type=simple

ExecStart=/opt/FJSVisas/etc/HA/PRIMECLUSTER/IS_INSPECT

ExecStop=/bin/true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

A.3 CORBAサービス

CORBAサービスベアイメージ作成に必要な資材について説明します。

A.3.1 Dockerfile
CORBAサービスベアイメージ作成時に使用するDockerfileの定義内容を以下の図に記載します。

なお、以下の図は、ベースイメージにregistry.access.redhat.com/rhel7.3を使用する例です。赤字の部分は環境に合わせて修正してくだ

さい。

# Get Base image

FROM registry.access.redhat.com/rhel7.3

# Create directories

RUN mkdir /work /interstage

# Copy Interstage install DVD to the docker image

COPY ./iaps /work/iaps

# Copy parameter csv file to the docker image

COPY ./corba.csv /work/corba.csv

# Copy shell scripts to the docker image

COPY ./interstage /interstage

RUN chmod 0544 /interstage/backup_restore/* /interstage/probe/*

# set SELinux

RUN /bin/mkdir -p /etc/selinux/targeted/contexts/;         \

    /bin/echo '<busconfig><selinux></selinux></busconfig>' \

    > /etc/selinux/targeted/contexts/dbus_contexts

# set Locale

ARG install_langs="ja_JP.utf8"

ARG lang_env="ja_JP.UTF-8"

RUN /bin/sed -i -e "/^override_install_langs/s/$/,${install_langs}/g" \

    /etc/yum.conf;                                                          \

    /bin/sed -i -e "s/^LANG=.*/LANG=${lang_env}/g" /etc/locale.conf;   \

    /bin/yum -y reinstall glibc-common

ENV LANG=${lang_env} LANGUAGE="${lang_env}" LC_ALL="${lang_env}"

- 57 -



# set TimeZone

ARG timezone="Asia/Tokyo"

RUN /bin/yum -y reinstall tzdata; \

    /bin/ln -snf /usr/share/zoneinfo/${timezone} /etc/localtime

# set up Systemd

ENV container docker

RUN /bin/yum -y swap -- remove fakesystemd -- install             \

    systemd systemd-libs;                                            \

    /bin/ls -d /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/* |       \

    /bin/grep -v "systemd-tmpfiles-setup.service" |                \

    /bin/xargs /bin/rm -f;                                           \

    /bin/rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*                       \

               /lib/systemd/system/anaconda.target.wants/*         \

               /lib/systemd/system/basic.target.wants/*            \

               /lib/systemd/system/local-fs.target.wants/*         \

               /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*       \

               /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*initctl* \

               /lib/systemd/system/sockets.target.wants/*udev*

# set up Syslogd

RUN /bin/yum install -y rsyslog; \

    /bin/sed 's/$ModLoad imjournal/# $ModLoad imjournal/'     \

              -i /etc/rsyslog.conf;                              \

    /bin/sed 's/$OmitLocalLogging on/$OmitLocalLogging off/' \

              -i /etc/rsyslog.conf;                              \

    /bin/sed 's/$IMJournalStateFile imjournal.state/#         \

               $IMJournalStateFile imjournal.state/'           \

              -i /etc/rsyslog.conf;                              \

    /bin/sed '/$SystemLogSocketName/s/^/#/' /etc/rsyslog.d/listen.conf

# install rpms for Interstage

RUN /bin/yum -y install \

    cpp.x86_64 gcc.x86_64 gcc-c++.x86_64 gdb.x86_64 glibc-devel.x86_64 \

    glibc-headers.x86_64 krb5-workstation.x86_64 libICE.x86_64          \

    libSM.x86_64                                                            \

    libX11.x86_64 libX11-common.noarch libXau.x86_64 libXext.x86_64    \

    libXi.x86_64 libXp.x86_64 libXrender.x86_64 libXt.x86_64            \

    libXtst.x86_64                                                          \

    libstdc++-devel.x86_64 libtool-ltdl.x86_64 libxcb.x86_64 mpfr.x86_64 \

    perl.x86_64 perl-Module-Pluggable.noarch perl-Pod-Escapes.noarch   \

    perl-Pod-Simple.noarch perl-libs.x86_64 perl-version.x86_64         \

    redhat-lsb.x86_64 strace.x86_64 tcsh.x86_64 unixODBC.x86_64         \

    lksctp-tools.x86_64 kernel-headers.x86_64 systemd.x86_64            \

    rsyslog.x86_64 iproute.x86_64

# For minimum ipc resources

RUN echo '### for IAPS ###'                  >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.sem = 1100 35406 200 1600' >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmall = 4294967296'        >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmmax = 68719476736'       >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.shmmni = 4315'               >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.msgmax = 65536'              >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.msgmnb = 4194304'            >> /etc/sysctl.conf && \

    echo 'kernel.msgmni = 8199'               >> /etc/sysctl.conf

# Change kernel parameters and remove IPCs before systemd start

RUN echo ''                                       >> /etc/rc.local && \

    echo '# change kernel parameters'           >> /etc/rc.local && \

    echo '/usr/sbin/sysctl -p'                   >> /etc/rc.local && \

    echo '# remove IPCs before systemd start'  >> /etc/rc.local && \

    echo "QUES=\`/usr/bin/ipcs -q | /usr/bin/grep 0x |               \
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                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                     \

                   /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"      >> /etc/rc.local &&  \

    echo "MSGS=\`/usr/bin/ipcs -m | /usr/bin/grep 0x |               \

                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                    \

                  /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"       >> /etc/rc.local &&  \

    echo "SEMS=\`/usr/bin/ipcs -s | /usr/bin/grep 0x | \

                   /usr/bin/awk '{ print(\$2) }' |                    \

                  /usr/bin/tr '\n' ' ' \`"       >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                        >> /etc/rc.local && \

    echo 'for QUE in ${QUES}'                    >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                      >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -q ${QUE}'             >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                    >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                        >> /etc/rc.local && \

    echo 'for MSG in ${MSGS}'                    >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                      >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -m ${MSG}'             >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                    >> /etc/rc.local && \

    echo ''                                        >> /etc/rc.local && \

    echo 'for SEM in ${SEMS}'                    >> /etc/rc.local && \

    echo 'do'                                      >> /etc/rc.local && \

    echo ' /usr/bin/ipcrm -s ${SEM}'             >> /etc/rc.local && \

    echo 'done'                                    >> /etc/rc.local && \

    /usr/bin/chmod u+x /etc/rc.local &&  \

    /usr/bin/systemctl enable rc-local.service > /dev/null 2>&1

# Install unit files for Interstage

COPY ./unitfiles/FJSVisas_start.service /lib/systemd/system

COPY ./unitfiles/FJSVisas_inspect_start.service /lib/systemd/system

RUN /usr/bin/chmod 0644 /lib/systemd/system/FJSVisas_start.service && \

    /usr/bin/systemctl enable FJSVisas_start.service && \

    /usr/bin/chmod 0644 \

    /lib/systemd/system/FJSVisas_inspect_start.service && \

    /usr/bin/systemctl enable FJSVisas_inspect_start.service

# set Env for Interstage install

ENV CIR_INST_SKIP yes

ENV TERM xterm

RUN /work/iaps/installer/install.sh -s /work/corba.csv

# remove Interstage installer

RUN rm -fr /work/corba.csv /work/iaps

# Specify executable when run this docker image

CMD [ "/usr/sbin/init" ]

A.3.2 インストールパラメーターCSVファイル

CORBAサービスを、本製品のサイレントインストール機能を使用してインストールする場合に使用する、インストールパラメーターCSVファ

イルの記述例を以下に記載します。

installInfo,Name,isasinst

parameters,ServerType,application

parameters,InstallType,custom

parameters,SecurityMode,secure

parameters,SecurityGroup,root

parameters,JavaSEKind,JDK

parameters,CorbaPort,8002

parameters,FN_CORBA,Y

parameters,FN_JAVASE8,Y

インストールパラメーターCSVファイルの詳細は以下を参照し、システムの運用で必要となる機能をインストールしてください。
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「インストールガイド」の「インストール作業」－「サイレントインストール」－「インストールパラメーターCSVファイルの作成」

A.3.3 ホスト情報変更用シェルスクリプト

Dockerコンテナのホスト名を変更するためのホスト情報変更用シェルスクリプト(chhostname.sh)の記述例を以下に記載します。

赤字の部分は環境に合わせて修正してください。

イベントサービスを使用する場合は、esbackupsys、esrestoresysの行のコメントアウト"#"を解除してください。

#!/bin/sh

DIR=`dirname $0`

CONTAINER_HOST=`/usr/bin/hostname`

MASTER_HOST="mwocp39master"

cp -p /etc/hosts /etc/hosts.bak

sed -e "s/${CONTAINER_HOST}/${CONTAINER_HOST} ${MASTER_HOST}/g" /etc/hosts.bak > /etc/hosts

OD_PORT="31563"

COMMON_PATH=${DIR}/backup

/usr/bin/date > ${DIR}/chhostname.log 2>&1

if [ ! -d ${COMMON_PATH} ] ; then

  mkdir -p ${COMMON_PATH}

  /opt/FJSVtd/bin/iscbackupsys ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  /opt/FJSVod/bin/odbackupsys ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  /opt/FJSVtd/bin/tdbackupsys ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

#  /opt/FJSVes/bin/esbackupsys -d ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

fi

if [ $? -eq 0 ] ; then

  /opt/FJSVtd/bin/iscrestoresys ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  /opt/FJSVod/bin/odrestoresys -h ${MASTER_HOST} -p ${OD_PORT} ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  /opt/FJSVtd/bin/tdrestoresys ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

#  /opt/FJSVes/bin/esrestoresys -d ${COMMON_PATH} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  /opt/FJSVod/bin/OD_set_env -n ${MASTER_HOST} >> ${DIR}/chhostname.log 2>&1

  exit 0

else

  exit 1

fi

 

 注意

・ MASTER_HOSTのホスト名にはRed Hat OpenShiftのマスター環境のホスト名を設定し、CORBAクライアント側で名前解決できるよ

うにしてください。

以下は、Linux環境でhostsファイルを修正してホスト名"mwocp39master"をIPアドレス"203.0.113.2"で名前解決するときの設定例です。

# cat /etc/hosts

203.0.113.2   mwocp39master

・ OD_PORTにはRed Hat OpenShiftのサービスに設定するNodePortと同じポートを設定してください。NodePortはDockerイメージを作成

する前にRed Hat OpenShiftで採番しておく必要があります。

A.3.4 Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用シェルスクリプト

Red Hat OpenShiftのlivenessProbeとして実行するシェルスクリプト(probe.sh)の記述例を以下に記載します。

#!/bin/sh

/bin/ps -ef | /bin/grep /opt/FJSVisas/etc/HA/PRIMECLUSTER/IS_INSPECT |  /bin/grep -v grep

if [ $? -eq 0 ] ; then

  exit 0

else
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  exit 1

fi

A.3.5 unitファイル

・ ホスト情報変更用シェルスクリプト実行用unitファイル

Interstage起動前にホスト情報変更用シェルスクリプト(chhostname.sh)を実行するためのunitファイル(FJSVisas_start.service)の記述例

を以下に記載します。

# Change hostname before IAPS start

[Unit]

Description=Change hostname before IAPS start

Wants=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

After=network.target network-online.target rsyslog.service \

    remote-fs.target nss-lookup.target \

    FJSVtd_stop.service FJSVod_stop.service

Before=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/interstage/backup_restore/chhostname.sh

ExecStop=/bin/true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

・ Red Hat OpenShiftのlivenessProbe用unitファイル

Interstage起動後にInterstageのlivenessProbeを開始するためのunitファイル(FJSVisas_inspect_start.service)の記述例を以下に記載

します。

# Inspect whether IAPS is alive

[Unit]

Description=Inspect whether IAPS is alive

Wants=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

After=FJSVtd_start.service FJSVod_start.service

[Service]

Type=simple

ExecStart=/opt/FJSVisas/etc/HA/PRIMECLUSTER/IS_INSPECT

ExecStop=/bin/true

[Install]

WantedBy=multi-user.target
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付録B Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルのテン
プレート

アプリケーションをRed Hat OpenShift上で運用するための設定ファイルのテンプレートについて説明します。

B.1 Java EE 7
Java EE 7のコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルのテンプレートの変

更内容の例を以下に記載します。赤字部分が、追加/変更箇所です。
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 注意

・ 追加する行の場所やインデントは、必ず上の例に合わせてください。追加する箇所のインデントがずれているとコンテナが起動でき

ません。

図中の1～4について以下に説明します。

1. IPCパラメーターの設定

          security.alpha.kubernetes.io/unsafe-sysctls: "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50 

1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,kernel.msgmni=4177"

－ 上 記 は 、 IPC パ ラ メ ー タ ー に "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50
1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,kernel.msgmni=4177"を設定する場合の例です。

設定する値は"ISAS-IPCtuning.xlsx"を使用して算出してください。

2. Java EE 7が動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

          securityContext:

            privileged: true

        securityContext:

          runAsUser: 0

        serviceAccount: privsvcacct

        serviceAccountName: privsvcacct

－ serviceAccount、および、serviceAccountNameに設定するサービスアカウント名については、Red Hat OpenShift環境のクラスタ

管理者に確認してください。上記は、serviceAccountとserviceAccountNameが"privsvcacct"の場合の例です。

3. livenessProbeでJava EE 7の生存状態を監視する設定

#          livenessProbe: 

#            exec:

#              command:

#              - /opt/FJSVpcmi/bin/pcmistat

#              - /opt/FJSVisje7/var/pcmi/isje7
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#            initialDelaySeconds: 60

#            timeoutSeconds: 1

－ Podが再起動するとDockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されるため、本書では

livenessProbeによる監視を推奨していません。

設定する場合はコメントアウト"#"を解除してください。

－ Java EE 7 PCMIサービスの起動完了前にlivenessProbeが実行されると、Podが再起動を繰り返すため、initialDelaySecondsに
指定する値は、systemdの起動時間(秒)より大きい値(systemdの起動時間の2倍を目安）とし、環境に合わせて調節してください。

Podが再起動を繰り返す場合、シスログを参照し、"FJSVpcmi: UX:PCMI: INFO: PCMI0011: PCMI service has started."のメッ

セージが出力されておらず、かつ"Received SIGTERM."のメッセージが出力されている場合は、initialDelaySecondsの値を大

きくしてください。systemdの起動時間は、Java EE 7アプリケーションを配備したDockerコンテナを起動した状態、あるいは、

livenessProbeを指定せずにRed Hat OpenShift上でPodを起動した環境で、systemd-analyzeコマンドを実行することで確認で

きます。

4. 永続ボリュームを利用する設定

          volumeMounts:

          - mountPath: "/var/log"

            name: pv01

        volumes:

        - name: pv01

          persistentVolumeClaim:

            claimName: pvc01

－ ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログを永続ボリュームへ出力する場合に設定します。本製品が出力するログ（例

えば、サーバーログやJava VMログ）は永続ストレージを指定できません。

－ PersistentVolume(PV)と紐づいたPersistentVolumeClaim(PVC)をPodに接続することで、Podから外部のボリュームを利用でき

るようになります。

－ 上記は、PVが"pv01"、マウントパスが"/var/log"（シスログの格納先）、PVCが"pvc01"の場合の例です。

PVCは以下のように、STATUSが"Bound"になっていることを確認します。

$ oc get pvc

NAME   STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE

pvc01  Bound   pv01    50Gi       RWX          slow           4h

B.2 J2EE
J2EEのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルのテンプレートの変更内容の

例を以下に記載します。

赤字部分が、追加/変更箇所です。

- 64 -



- 65 -



 

 注意

・ 追加する行の場所やインデントは、必ず上の例に合わせてください。追加する箇所のインデントがずれているとコンテナが起動でき

ません。

図中の1～5について以下に説明します。

1. IPCパラメーターの設定

          security.alpha.kubernetes.io/unsafe-sysctls: "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50 

1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,kernel.msgmni=4177"

－ 上 記 は 、 IPC パ ラ メ ー タ ー に "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50
1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,kernel.msgmni=4177"を設定する場合の例です。

設定する値は"ISAS-IPCtuning.xlsx"を使用して算出してください。

2. J2EEが動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

          securityContext:

            privileged: true

        securityContext:

          runAsUser: 0

        serviceAccount: privsvcacct

        serviceAccountName: privsvcacct

－ serviceAccount、および、serviceAccountNameに設定するサービスアカウント名については、Red Hat OpenShift環境のクラスタ

管理者に確認してください。上記は、serviceAccountとserviceAccountNameが"privsvcacct"の場合の例です。

3. livenessProbeでJ2EEの生存状態を監視する設定

#          livenessProbe: 

#            exec:

#              command:

#              - /interstage/probe/probe.sh
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#            initialDelaySeconds: 60

#            timeoutSeconds: 1

－ Podが再起動するとDockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されるため、本書では

livenessProbeによる監視を推奨していません。

設定する場合はコメントアウト"#"を解除してください。

－ Interstageの起動完了前にlivenessProbeが実行されると、Podが再起動を繰り返すため、initialDelaySecondsに指定する値は、

systemdの起動時間(秒)より大きい値(systemdの起動時間の2倍を目安）とし、環境に合わせて調節してください。Podが再起動を

繰り返す場合、シスログを参照し、"Started Inspect whether IAPS is alive."のメッセージが出力されておらず、かつ"Received
SIGTERM."のメッセージが出力されている場合は、initialDelaySecondsの値を大きくしてください。systemdの起動時間は、J2EE
アプリケーションを配備したDockerコンテナを起動した状態、あるいは、livenessProbeを指定せずにRed Hat OpenShift上でPod
を起動した環境で、systemd-analyzeコマンドを実行することで確認できます。

4. 永続ボリュームを利用する設定

          volumeMounts:

          - mountPath: "/var/log"

            name: pv01

        volumes:

        - name: pv01

          persistentVolumeClaim:

            claimName: pvc01

－ ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログを永続ボリュームへ出力する場合に設定します。本製品が出力するログ（例

えば、IJServerのコンテナログやコンテナ情報ログ）は永続ストレージを指定できません。

－ PersistentVolume(PV)と紐づいたPersistentVolumeClaim(PVC)をPodに接続することで、Podから外部のボリュームを利用でき

るようになります。

－ 上記は、PVが"pv01"、マウントパスが"/var/log"（シスログの格納先）、PVCが"pvc01"の場合の例です。

PVCは以下のように、STATUSが"Bound"になっていることを確認します。

$ oc get pvc

NAME   STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE

pvc01  Bound   pv01    50Gi       RWX          slow          4h

5. サービス定義の設定

- apiVersion: v1

  kind: Service

  metadata:

    annotations:

      openshift.io/generated-by: OpenShiftNewApp

    creationTimestamp: null

    labels:

      app: j2eemyapp

    name: j2eemyapp-isadmin

  spec:

    ports:

    - name: 12000-tcp

      port: 12000

      protocol: TCP

      targetPort: 12000

    selector: 

      app: j2eemyapp

      deploymentconfig: j2eemyapp

  status:

    loadBalancer: {}

－ サービス名と機能の対応の分かりやすさのためにInterstage管理コンソール用のサービス名をj2eemyappからj2eemyapp-isadmin
に変更していますが、必須ではありません。
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－ Red Hat OpenShift上でInterstage管理コンソールを使用しない場合は、Interstage管理コンソール用のサービスの定義を削除し

ても構いません。

B.3 CORBAサービス

CORBAサービスのコンテナをRed Hat OpenShift上で作成するための、Red Hat OpenShiftアプリケーションの設定ファイルのテンプレートの

変更内容の例を以下に記載します。

赤字部分が、追加/変更箇所です。
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 注意

・ 追加する行の場所やインデントは、必ず上の例に合わせてください。追加する箇所のインデントがずれているとコンテナが起動でき

ません。

図中の1～5について以下に説明します。
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1. IPCパラメーターの設定

          security.alpha.kubernetes.io/unsafe-sysctls: "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50 

1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,kernel.msgmni=4177"

－ 上 記 は 、 IPC パ ラ メ ー タ ー に "kernel.shmmni=4164,kernel.sem=512 37793 50
1302,kernel.msgmax=16384,kernel.msgmnb=32768,

kernel.msgmni=4177"を設定する場合の例です。設定する値は"ISAS-IPCtuning.xlsx"を使用して算出してください。

2. CORBAサービスが動作するDockerコンテナを特権コンテナとして起動する設定

          securityContext:

            privileged: true

        securityContext:

          runAsUser: 0

        serviceAccount: privsvcacct

        serviceAccountName: privsvcacct

－ serviceAccount、および、serviceAccountNameに設定するサービスアカウント名については、Red Hat OpenShift環境のクラスタ

管理者に確認してください。上記は、serviceAccountとserviceAccountNameが"privsvcacct"の場合の例です。

3. livenessProbeでCORBAサービスの生存状態を監視する設定

#          livenessProbe: 

#            exec:

#              command:

#              - /interstage/probe/probe.sh

#            initialDelaySeconds: 60

#            timeoutSeconds: 1

－ Podが再起動するとDockerコンテナが削除され、Dockerイメージから新たなDockerコンテナが生成されるため、本書では

livenessProbeによる監視を推奨していません。

設定する場合はコメントアウト"#"を解除してください。

－ Interstageの起動完了前にlivenessProbeが実行されると、Podが再起動を繰り返すため、initialDelaySecondsに指定する値は、

systemdの起動時間(秒)より大きい値(systemdの起動時間の2倍を目安）とし、環境に合わせて調節してください。Podが再起動を

繰り返す場合、シスログを参照し、"Started Inspect whether IAPS is alive."のメッセージが出力されておらず、かつ"Received
SIGTERM."のメッセージが出力されている場合は、initialDelaySecondsの値を大きくしてください。systemdの起動時間は、

CORBAアプリケーションを配備したDockerコンテナを起動した状態、あるいは、livenessProbeを指定せずにRed Hat OpenShift
上でPodを起動した環境で、systemd-analyzeコマンドを実行することで確認できます。

4. 永続ボリュームを利用する設定

          volumeMounts:

          - mountPath: "/var/log"

            name: pv01

        volumes:

        - name: pv01

          persistentVolumeClaim:

            claimName: pvc01

－ ユーザーアプリケーションが出力するログやシスログを永続ボリュームへ出力する場合に設定します。本製品が出力するログ（例

えば、CORBAサービスのログ）は永続ストレージを指定できません。

－ PersistentVolume(PV)と紐づいたPersistentVolumeClaim(PVC)をPodに接続することで、Podから外部のボリュームを利用でき

るようになります。

－ 上記は、PVが"pv01"、マウントパスが"/var/log"（シスログの格納先）、PVCが"pvc01"の場合の例です。

PVCは以下のように、STATUSが"Bound"になっていることを確認します。
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$ oc get pvc

NAME   STATUS  VOLUME  CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE

pvc01  Bound   pv01    50Gi       RWX          slow           4h

5. NodePortタイプのサービス定義の設定

- apiVersion: v1

  kind: Service

  metadata:

    annotations:

      openshift.io/generated-by: OpenShiftNewApp

    creationTimestamp: null

    labels:

      app: corbamyapp

    name: corbamyapp

  spec:

    ports:

    - nodePort: 31563

      port: 31563

      protocol: TCP

      targetPort: 31563

    selector:

      app: corbamyapp 

      deploymentconfig: corbamyapp

    sessionAffinity: None

    type: NodePort

  status: 

    loadBalancer: {}

－ CORBAサービスにアクセスするポートを外部に公開する場合に設定します。

－ CORBAサービスのポート番号"8002"はNodePortのデフォルトでは指定できません。NodePortはRed Hat OpenShiftのドキュメ

ントに従って設定してください。

－ NodePortには、ホスト情報変更用シェルスクリプトに設定するOD_PORTと同じポートを設定してください。ホスト情報変更用シェ

ルスクリプトについては、「A.3.3 ホスト情報変更用シェルスクリプト」を参照してください。
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