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移行支援資料～J2EE機能からJava EE 6機能への移行

ポイント～ 

本書の目的 

本書はInterstage Application ServerのJ2EE機能を使用していたユーザーが、Java EE 6機能に移行する場合について

説明します。 

 

本書の表記について 

本製品のマニュアル名称の表記について 

本書では、製品マニュアル名称の記載において、マニュアル名の先頭の製品名を省略しています。また、V11.1のマ

ニュアルを参照しています。このため、他のVLのマニュアルでは、章節項番号が異なる場合があります。 

例：移行ガイド 
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本書は以下の製品を対象としています。以下の製品を総称して「Interstage Application Server」と表記していま
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○ Interstage Application Server Enterprise Edition V6～V11 

○ Interstage Application Server Standard-J Edition V8～V11 

○ Interstage Application Server Standard Edition V6～V7 

○ Interstage Application Server Plus Edition V6～V7 

○ Interstage Application Server Web-J Edition V6～V8 

○ Interstage Web Server V9～V10 

○ Interstage Web Server Express V11 

○ Interstage Business Application Server Enterprise Edition V8～V11 

○ Interstage Business Application Server Standard Edition V8～V11 
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第1章 概要 

ここでは、Interstage Application Server におけるJ2EE実行環境とJava EE 6実行環境の違いについて説明します。 

1.1 用語について 

Java EE 6機能とJ2EE機能では、用語が異なるものがあります。 

Java EE 6機能では、J2EE機能で提供されていた機能と同じ機能が一般的なアプリケーションサーバで使用される名称で

呼ばれています。主な用語の対応例を以下に示します。 

機能 J2EE機能での名称 Java EE 6機能での名称 

アプリケーションの運用単位 IJServerワークユニット 

IJServer 

IJServerクラスタ 

業務プロセス（Java VM） プロセス（特別な用語はない） 

プロセス通番で識別 

サーバーインスタンス 

インスタンス名で識別 

起動停止で呼び出されるJavaアプリ

ケーション 

起動停止時実行クラス ライフサイクルモジュール 

データベースとの接続定義 JDBCデータソース JDBC接続プール、JDBCリソース 

異常なデータベースコネクションの

再作成 

異常時の自動再接続 接続検証 

 

1.2 実行環境の違い 

Interstage Application Serverのバージョンによって、サポート対象の規約、使用できるJavaバージョンやWebサーバ

を経由する運用において利用可能なWebサーバが異なります。バージョンごとの違いを以下に示します。 

 J2EE機能 Java EE 6機能 

製品バージョン V6/V7/V8 V9.0/V9.1 V9.2/V9.3/V10 V11 V11 

Servlet規約 2.3 2.3 

2.4 

2.4 2.4 3.0 

JSP規約 1.2 1.2 

2.0 

2.0 2.0 2.2 

EJB規約 2.0 2.0 

2.1 

2.1 2.1 3.1 

Javaバージョン 1.3 

1.4 

1.4 

5.0 

5.0 

6.0 

6.0 6.0 

7.0 

Webサーバー Interstage HTTP Server 

Microsoft(R) Internet Information Services 

Sun Java System Web Server 

Interstage HTTP Server 2.2 

 

J2EE機能の資源とJava EE 6機能の資源は異なるためInterstageのバックアップ・リストア機能による資源の移行は行え

ません。このため、J2EE機能のWebコンテナで運用していたアプリケーションをJava EE 6機能で運用するためには、Java 

EE 6機能のWebコンテナを作成し、そこにアプリケーションを配備し直す必要があります。 

なお、Interstage Application Server Standard-J Edition/Enterprise EditionではJ2EE機能のWebコンテナも提供し

ているため、引き続きJ2EE機能を使用することもできます。その際にはInterstageのバックアップ・リストア機能によ

る資源の移行も可能です。 



4 

 

 

J2EE機能への移行の詳細は、「移行ガイド」および「J2EE ユーザーズガイド(旧版互換)」を参照してください。 

 

Webサーバについて 

Interstage HTTP ServerとInterstage HTTP Server 2.2は資源が異なるため、バックアップ・リストア機能による

資源の移行はできません。Interstage HTTP Serverで使用していた機能をInterstage HTTP Server 2.2で使用する

場合は、Interstage HTTP Server 2.2をインストール後に、環境定義ファイル（httpd.conf）を直接編集して、必

要な機能を設定してください。Interstage HTTP Server 2.2の主な機能の環境設定については、「Interstage HTTP 

Server 2.2運用ガイド」の「第3章 環境設定」を参照してください。 

 

 

なお、Java EE 6機能ではGUIによる操作は行えず、またJ2EE機能とJava EE 6機能ではコマンドでの操作方法が異なりま

す。必ずJava EE 6機能のasadminコマンドを使用してください。asadminについては、「Java EE運用ガイド(Java EE 6

編)」－「Java EE 6運用コマンド」－「asadmin」を参照してください。 

1.3 構成の違い 

J2EE機能では、Webコンテナにアクセスする場合は、必ずWebサーバを経由していました。これに対し、Java EE 6機能で

は、Webサーバを経由しない運用とWebサーバを経由する運用の2種類の構成があります。 

 

J2EE機能 Java EE 6機能 
J2EE機能のWebコンテナ 

Webアプリケーション 

J2EE機能のEJBコンテナ 

EJBアプリケーション 

移行不可 

移行不可 
✕ 

Java EE 6機能のWebコンテナ 

Webアプリケーション 

Java EE 6機能のEJBコンテ

ナ 

EJBアプリケーション 

Web・EJBコンテナの移行は不可 

ユーザー資産のリストアも不可 

再配備 

Interstage 

管理コンソール 

各種コマンド 

isj2eeadmin 

ijsdeployment 

isstartwu 

     ： 

asadmin 

コマンド 

Java EE 6機能用のコマ

ンドでコンテナを作成 

再配備 
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Webサーバを経由する運用（推奨） 

WebブラウザなどのクライアントからWebサーバを経由してWebコンテナへアクセスする運用形態です。クライアント

とWebサーバの間に負荷分散装置を配置する場合もこの運用形態になります。HTTPプロトコル、またはHTTPSプロト

コルでアクセス可能です。 

J2EEからJava EE 6に移行する場合には、J2EE機能と同じ構成のWebサーバを経由する運用を推奨します。Webサーバ

を経由する運用とWebサーバを経由しない運用では使用できる機能が異なるからです。提供機能の違いの詳細は、

「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「H.1 Interstage HTTP Server 2.2とJava EE 6の機能の違い」を参照して

ください。 

なお、この構成で運用する場合には、インストール時にカスタムインストールでWebサーバ（Interstage HTTP Server 

2.2）、Webサーバコネクタ（Interstage HTTP Server 2.2用）を選択してインストールする必要があります。 

Webサーバを経由する場合の運用準備の詳細は、「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「4.7 Webサーバを経由する

場合の運用準備」を参照してください。 

 

利用されている製品のバージョンによっては制限によりWebサーバと連携する設定でasadminコマンドが使用できな

い場合があります。詳細は「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Webサーバ連携時の制限事項」を参照してくだ

さい。 

 

Webサーバを経由しない運用 

Webブラウザなどのクライアントから直接Webコンテナへアクセスしたり、クライアントから負荷分散装置を経由し

てWebコンテナにアクセスしたりする運用形態です。HTTPプロトコルでのみアクセスできます。 

 

1.4 機能の違い 

J2EE実行環境とJava EE 6実行環境における機能の違いを下表に示します。 

機能名 J2EE実行環境 Java EE 6実行環境 備考 

IJServerタイプ 以下の4種類から選択可能 

 WebアプリケーションとEJBア

プリケーションを同一JavaVM

で運用 

以下の1種類のみ。 

 WebアプリケーションとEJB

アプリケーションを同一

JavaVMで運用 

 

W
eb

サ
ー
バ 

W
eb

サ
ー
バ 

コ
ネ
ク
タ 

Webコンテナ 

アプリケー

ション 

HTTP/HTTPS 

Webブラウザ 

Webコンテナ 

アプリケー

ション 

HTTP/HTTPS 

Webブラウザ 

W
eb

サ
ー
バ 

W
eb

サ
ー
バ 

コ
ネ
ク
タ 

Webコンテナ 

アプリケー

ション 

HTTP/HTTPS 

Webブラウザ 

Webサーバを経由しない運用 

Webサーバを経由する運用 
Java EE 6機能 

J2EE機能 

推奨 
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 WebアプリケーションとEJBア

プリケーションを別JavaVMで

運用 

 Webアプリケーションのみ運用 

 EJBアプリケーションのみ運用 

サポートJava VM J2SE1.3、J2SE1.4、J2SE 5.0、Java 

SE 6 

Java SE 6、Java SE 7  

プロセス多重度運用 ○ △ 

プロセス多重度のような数値指定

はありませんが、複数プロセスを

一括操作するビューをサポート 

 

デバッグ起動 ○ ○  

自動再起動 ○ ○  

最大処理時間監視 ○ ○  

予兆監視 ○ ○  

Javaヒープ

/Permanent世代領域

不足時の制御 

○ ○  

CORBAサービスの

キュー制御 

○ ×  

起動停止時実行クラス ○ ×  

ログ管理 ○ ○  

クラスローダ ○ ○  

クラスローダのトレース ○ ×  

HotDeploy ○ ○  

クラスのオートリロード ○ ×  

Webサーバコネクタが

通信可能なWebサー

バ 

Interstage HTTP Server 

Microsoft(R) Internet Information 

Services 

Sun Java System Web Server 

Interstage HTTP Server 2.2  

セションリカバリ ○ ×  

マルチサーバ連携 ○ ×  

IPCOM連携 ○ ×  

クラスタ連携 ○ ×  

GUIによる運用操作 Interstage管理コンソール ×  

コマンドによる運用操

作 

isj2eeadminコマンドなど asadminコマンドなど  

複数アプリケーション

プロセスにまたがった

トランザクション制御 

○ × Java EEアプリケーション

では、トランザクション

サービス(OTS)と連携し

ません。 

JMS連携 ○ ○  

監査証跡 ○ ×  

Systemwalker Centric 

Manager連携 

○ ×  

Systemwalker 

Resource Coordinator

連携 

○ ×  
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サポートDB Symfoware 

Oracle 

SQLServer 

PostgreSQLベースのデータベース 

PRIMEFLEX for HA Database 

Symfoware 

Oracle 

SQLServer 

PostgreSQLベースのデータベース 

PRIMEFLEX for HA Database 

 

富士通XMLパーサ連

携 

○ ×  

CORBAアプリケーショ

ンの呼び出し 

○ ×  
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第2章 移行時のポイント 

ここでは、J2EE機能からJava EE 6機能への移行ポイントについて説明します。 

2.1 IJServer/IJServerクラスタの違いについて 

J2EE機能で「IJServer」または「IJServerワークユニット」と呼んでいたアプリケーションの運用単位は、Java EE 6

機能では「IJServerクラスタ」になります。J2EE機能のIJServerワークユニットは、業務プロセスを一括で管理するた

めのグループです。このため、一括での起動/停止/設定変更はできますが、プロセスごとの起動/停止などはできません

でした。 

Java EE 6機能では、「IJServerワークユニット」に対応する「IJServerクラスタ」に、実際に生成されるJava VMプロセ

スと対応する「サーバーインスタンス」を定義できます。一括での起動/停止/設定変更ができるほか、サーバーインス

タンス（プロセス）ごとに起動/停止、システムプロパティの設定変更ができます。このため、きめ細かい運用操作が可

能です。 

「IJServerワークユニット」と「IJServerクラスタ」の対応を以下に示します。 

 J2EE機能 Java EE 6機能 

名称 IJServerワークユニット IJServerクラスタ 

位置付け 業務プロセスを一括管理する論理的なグループ 業務プロセスを「サーバーインスタンス」と呼び、

サーバーインスタンスを一括管理する論理的な

グループ 

プロセス多重度 業務プロセスの多重化は、IJServerワークユニッ

トの「プロセス多重度」として設定する。 

業務プロセスの多重化は、IJServerクラスタに

サーバーインスタンスを複数作成する。 

業務プロセスの

起動/停止 

IJServerワークユニット単位の操作で行う。 

業務プロセスごとの起動・停止操作は不可。 

IJServerクラスタ単位の（一括）操作と、サーバー

インスタンス単位の起動/停止が可能。 

業務プロセスの

設定変更 

IJServerワークユニット内の業務プロセスはす

べて同じ設定を共有。 

IJServerクラスタ内のサーバーインスタンスは

すべて同じ設定を共有することもでき、また、シ

ステムプロパティなどサーバーインスタンス単

位に設定することも可能。 

 

2.2 操作の違いについて 

コマンド操作について 

J2EE機能とJava EE 6機能のコマンド操作の違いを以下に示します。操作の大まかな流れはどちらも同じですが、使用す

るコマンド名や操作する対象が異なります。 
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実行環境の操作において、J2EE機能の場合は各種操作によってisj2eeadminコマンド、isstartwu/isstopwuコマンド、

isdeployment/isundeploymentコマンドなどの使い分けが必要です。その点、Java EE 6機能の場合は、ほぼasadminコマ

ンドのサブコマンドで操作可能です。Java EE 6機能の場合は、サーバーインスタンスの作成や必要に応じて接続プール

の作成操作が必要です。 

 

起動・停止コマンドの復帰について 

J2EEにおける基盤サービス及びIJServerワークユニットの起動と停止コマンドでは、プロセスの起動または停止後に復

帰します。 

Java EE 6における以下のInterstage Java EE 6 DASサービス及びIJServerクラスタの起動と停止コマンドの場合、プロ

セスの起動または停止完了を待たずに復帰します。 

 start-domainサブコマンド 

 stop-domainサブコマンド 

 start-clusterサブコマンド 

 stop-clusterサブコマンド 

 start-local-instanceサブコマンド 

 stop-local-instanceサブコマンド 

プロセスの起動・停止完了は「 pcmilistprocesses」コマンドで確認する必要があります。 

 

基盤サービスの起動 

ismngconsolestart実行 

【Interstage管理コンソール用サービス起動】 
[PCMIインスタンスディレクトリ]/FJSVpcmi start実行 

【PCMIサービス起動】 

isstart実行 

【Interstageサービス起動】 
asadmin start-domain実行 

【Interstage Java EE 6 DASサービス起動】 

isj2eeadmin ijserver実行 

【IJServerワークユニット作成】 

isj2eeadmin ijserver実行 

【プロセス多重度指定】 

asadmin create-cluster実行 

【IJServerクラスタ作成】 

asadmin create-local-instance実行 

【サーバインスタンス作成】 

実行環境の操作 

asadmin start-cluster実行 

【IJServerクラスタ起動】 

asadmin deploy実行 

【配備】 

isstartwu実行 

【IJServerワークユニット起動】 

ijsdeployment実行 

【配備】 

isstopwu実行 

【IJServerワークユニット停止】 
asadmin stop-cluster実行 

【IJServerクラスタ起動】 

ijsundeployment実行 

【配備解除】 
asadmin undeploy実行 

【配備解除】 

isj2eeadmin ijserver実行 

【IJServerワークユニット削除】 

asadmin delete-local-instance実行 

【サーバインスタンス削除】 

asadmin delete-cluster実行 

【IJServerクラスタ削除】 

基盤サービスの停止 

isstop実行 

【Interstageサービス停止】 
asadmin stop-domain実行 

【Interstage Java EE 6 DASサービス停止】 

ismngconsolestop実行 

【Interstage管理コンソール用サービス停止】 
[PCMIインスタンスディレクトリ]/FJSVpcmi stop実行 

【PCMIサービス停止】 

J2EE機能の場合 Java EE 6機能の場合 
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定義更新時の注意点 

IJServerクラスタ及びサーバーインスタンスは、「中央リポジトリ」という全体の資産が格納されている領域からコピー

された、各サーバーインスタンスごとに存在するリポジトリキャッシュを参照して動作します。IJServerクラスタ、ま

たはサーバーインスタンスを起動するとき、リポジトリの同期化処理によって、定義情報が、中央リポジトリからリポ

ジトリキャッシュへのコピーされます。 

ただし、すべてのIJServerクラスタで共通に使用するライブラリ(JDBCドライバ等)を共通ディレクトリに設定した場合

や、keytoolコマンドでキーストア、トラストストアを更新した場合など、domain.xmlの更新を伴わない中央リポジトリ

の資産の更新が行われた場合には、IJServerクラスタ、またはサーバーインスタンスの起動時に、同期化処理が行われ

ないことがあります。 

その場合、IJServerクラスタ、またはサーバーインスタンス停止後、手動による同期化を行ってください。手動による

同期化については「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「2.1.4 リポジトリの同期化処理」を参照してください。 

 

アプリケーションの定義編集について 

J2EE機能では、配備後にアプリケーション定義を編集する運用でした。これに対し、Java EE 6機能では、配備前にアプ

リケーション定義を作成し、配備ファイルに含めて運用するため、配備後の運用が容易になります。 

 

ただし、J2EE機能では配備後にアプリケーション定義を変更することができますが、Java EE 6機能では配備後の変更は

できません。変更する場合には、変更したInterstage deployment descriptorを配備モジュールに含めて再度配備を行

う必要があります。 

2.3 セキュリティ機能の違いについて 

ロールとログイン認証 

J2EEの場合、運用操作を行うユーザーは、Interstage運用グループに属するユーザーまたはOSのシステム管理者である

必要があります。ログイン認証には、OS認証とLDAP認証のいずれかを選択できます。 

Java EE 6の場合、運用操作を行うユーザーは、Interstage運用グループに属するユーザーまたはOSのシステム管理者で

ある必要があります。ログイン認証には、fileレルムを使用した認証のみ使用可能です。 

 

J2EE機能とJava EE 6機能のロールとログイン認証の差異を以下に示します。 

認証の種類 説明 ユーザリポジトリ 備考 

J2EE環境 OS認証 

(デフォルト) 

OSのユーザでログイ

ン認証を実行します。 

OSに登録されたユー

ザリポジトリ 

Interstage管理コンソールだけ

認証。以下のロールから選択。 

 Administrators 

 Configurators 

J2EE機能 Java EE 6機能 

配備モジュール 配備モジュール 

IJServerワークユニット IJServerクラスタ 

➀配備モジュール作成 ➀配備モジュール作成

時に、Interstage 

deployment descriptor

を編集し、アプリケー

ション定義を行う。 

②配備 

詳細設定でアプリケー

ション定義を変更可能 

(interstage.xmlを使用

することも可能) 

③カスタマイズ 

アプリケーション定義を変更 

④起動 

アプリケーション運用開始 

②配備 

③起動 

アプリケーション運用開始 

glassfish-xxx.xml 
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LDAP認証 Interstageディレク

トリサービスと連携

してログイン認証を

実行します。 

Interstageディレク

トリサービスに登録

されたユーザリポジ

トリ 

Interstage管理コンソールだけ

認証。以下のロールから選択。 

 Administrators 

 Configurators 

 Operators 

 Monitors 

Java EE 6

環境 

fileレルムで

の認証 

Fileに 格 納 さ れ た

ユーザでログイン認

証を実行します。 

Fileに 登 録 さ れ た

ユーザリポジトリ 

asadminコマンドの認証。以下の

グループに属するユーザだけロ

グイン可能。 

 asadminグループ 

 

IJServerワークユニット/IJServerクラスタ配下のプロセスの実効権限 

J2EEの場合、IJServerワークユニット配下のプロセスは、初期設定ではOSのシステム管理者の実効権限で動作します。

実効権限は、IJServerワークユニット単位でカスタマイズできます。 

 

Java EE 6の場合、IJServerクラスタ配下のサーバーインスタンスは、初期設定ではOSのシステム管理者の実効権限で動

作します。実効権限のカスタマイズは、Java EE 6運用環境全体に対して行います。J2EE機能との設定方法の差異は、

"IJServer共通定義"を参照してください。 

2.4 データベース連携/JDBCの違いについて 

設定方法について 

J2EE機能の場合、データベースに接続するためにJDBCデータソースを作成し、IJServerワークユニットの環境設定にお

いてDBコネクション設定でJDBCデータソースに対するコネクションプーリングの設定を行います。使用するデータベー

ス/JDBCドライバごとに環境設定項目が異なります。 

 

Java EE 6機能の場合、データベースに接続するためにJDBC接続プールを作成し（すでに存在するJDBC接続プールを使用

する場合は作成不要）、JDBC接続プールに対応してJDBCリソースを作成します。JDBCリソースを作成するときに、リソー

スを使用するIJServerクラスタをターゲットに指定します。Java EE 6機能の場合、使用するデータベース/JDBCドライ

バに依存せずに環境設定項目は同一です。データベース/JDBCドライバごとの固有のプロパティについては、追加プロパ

ティで指定します。 

 

また、使用するデータソースクラスに関わらずデフォルトではInterstageが接続をプーリングします。Interstageで接

続をプーリングさせたくない場合（JDBCドライバのコネクションプーリングを使用する場合）には、接続プールの設定

で"プーリング"を無効にする必要があります。 

"初期および最小プールサイズ"を設定した場合、アプリケーションから最初の接続要求を受けたときに指定された数分

の接続が作成されてプーリングされます。 

プールで接続がアイドル状態のままアイドルタイムアウトに指定された時間が経過した場合、その接続は破棄されます

データベースの接続先指定など

データベース固有の設定や、 

プーリングの設定 

【JDBC接続プール】 【IJServerクラスタの環境設定】 【JDBCリソース】 

対象のJDBC接続プールと、 

リソースを使用するターゲット

(IJServerクラスタ)の設定 

※JDBCリソース定義に指定する 

 ターゲットに、リソースを使用する 

 IJServerクラスタを指定するのみ 

データベースの接続先指定など

データベース固有の設定 

【JDBCデータソース】 【IJServerワークユニットの環境設定】 

【DBコネクション設定】 
プーリングの設定などIJServer

ワークユニットごとにチューニ

ング可能な設定 



12 

 

 

が、プールされた接続が"初期および最小プールサイズ"に指定した数より少なくなった場合には、その数になるまで接

続が再作成されます。 

 

トランザクション完了時のクローズ漏れコネクションの扱い 

J2EE機能ではアプリケーションのクローズ漏れJDBCコネクションをトランザクション完了時に自動でクローズします。

Java EE 6機能の場合は自動でクローズしないため、アプリケーション側でトランザクション完了前にJDBCコネクション

の解放を行う必要があります。 

JDBCコネクションの開放漏れがないかを確認する方法として、「リーク再要求」を有効化し、「リークタイムアウト」を

設定することでJDBCコネクションの解放漏れの検知とJDBCコネクションの破棄を行えます。ただし、本機能はアプリケー

ション処理に対して設定時間が妥当でない場合、正常処理中にも関わらずコネクションが回収されてしまう問題が発生

する可能性があります。本機能はアプリケーション開発時における暫定回避やJDBCコネクションの解放漏れ検知のため

に利用してください。 

2.5 EJBアプリケーション/JNDIについて 

別プロセスのEJB呼び出し 

J2EE機能で以下の構成図にあるような別プロセスのEJB呼び出しに該当する呼び出しを行っていた場合、Java EE 6に移

行するとき、呼び出し先のIIOPポートを意識した設定を行う必要があります。 

 

Java EE 6では、別IJServerクラスタ上のプロセスまたはリモートサーバのネーミングサービスに登録されたEnterprise 

JavaBeanにアクセスする場合には、Interoperable Naming Service(以降、INS)の規則を使用して、他プロセスまたはリ

モートサーバのホスト名、IIOPリスナーのポート番号、JNDI名を指定する必要があります。 

具体的には、Interstage deployment descriptorファイル(※)の<ejb-ref>タグ内の<jndi-name>タグの定義について，

ホスト名，IIOPリスナーのポート番号，JNDI名を指定するように修正してください。以下に定義例を示します。 

Java VM 

Webブラウザ 

IJServer(WebアプリケーションとEJBアプリケーションを同一JavaVM上で運用) 

Servletコンテナ 

Servlet 

JSP 

EJBコンテナ 

EJBアプリケーション 

Web 

サーバ 

Java VM 

Webブラウザ 

IJServer(WebアプリケーションとEJBアプリケーションを別JavaVM上で運用) 

Servletコンテナ 

Servlet 

JSP 

Web 

サーバ 

EJBコンテナ 

EJBアプリケーション 

Java VM 

Java VM 

Webブラウザ 

IJServer 
(Webアプリケーションのみ運用) 

Servletコンテナ 

Servlet 

JSP 

Web 

サーバ 

EJBコンテナ 

EJBアプリケーション 

Java VM 

IJServer 
(EJBアプリケーションのみ運用) 

別プロセスの 

EJB呼び出し 
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例）ホスト名がmyHost，ポート番号が29700，JNDI名がCartBeanの場合 

<ejb-ref> 

<ejb-ref-name>ejb/MyEjb</ejb-ref-name> 

<jndi-name>corbaname:iiop:myHost:29700#CartBean</jndi-name> 

</ejb-ref> 

 

ただし，ホスト名とポート番号の指定は1つのみで，ロードバランスやフェイルオーバーは行われないため，別IJServer

クラスタのEJB呼び出しは非推奨です。INSの詳細については「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」の「環境ネーミング

コンテキスト(Environment Naming Context)」を参照してください。 

 

(※)glassfish-web.xml，glassfish-ejbjar.xml，glassfishapplication-client.xml 

 

EJBインスタンスの作成タイミング 

J2EEはプロセス起動時にEJBインスタンスを作成していたのに対し、Java EE 6はアプリケーションの初回アクセス時に

作成します。アプリケーション初回アクセス時の性能劣化が懸念されるため、性能測定を実施して確認してください。 

 

Stateful Session Beanのキャッシュ管理 

J2EEは最大サイズを超えるリクエストを受けるとエラーを返却します。 

Java EE 6は最大サイズを超えるとキャッシュをパッシベート(※)してリクエストを受付けます。 

(※)Beanインスタンスをファイルとして格納し、メモリを解放すること。 

 

以下の2点の影響があります。 

１．キャッシュをパッシベートするため、最大サイズを超えた際のエラーが発生しなくなります。当該エラー処理の確

認が必要です。 

 

２．最大キャッシュサイズ(キャッシュされたBeanインスタンスの数)のデフォルト値がJ2EEとJava EE 6で異なります。

デフォルト値で運用していないか確認してください。以下にそれぞれの最大キャッシュサイズのデフォルト値を記載し

ます。 

J2EE:1024 

Java EE 6:512 

 

必要に応じて、適切な最大キャッシュサイズを設定してください。また、最大キャッシュサイズを修正する場合、ヒー

プサイズのチューニングも必要になります。ヒープサイズのチューニング方法については、「Java EE運用ガイド(Java EE 

6編)」－「Java EE 6機能のチューニング」－「IJServerクラスタのチューニング」－「Java VMのヒープ領域サイズ/Perm

領域サイズ」を参照してください。 

 

JNDI名に指定するサブコンテキストの省略可否 

J2EEでは、アプリケーションでJNDIのlookupメソッドを実行するときに"java:comp/env"や"jdbc/"を引数から省略でき

ますが、Java EE 6では必ず指定する必要があります。 

 

アプリケーションの中で、lookupメソッドを使用している箇所を検索してください。該当した箇所について、lookupメ

ソッドの引数を確認してください。 

 

lookupメソッドの引数にはネーミングサービスを使用する場合と環境ネーミングコンテキストを使用する場合の2つの

パターンがあります。2つのパターンの違いについては「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「ネーミングサービスと

環境ネーミングコンテキストの仕様差異」を参照してください。 

 

[ネーミングサービスを使用する場合] 

修正の必要はありません。 
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[環境ネーミングコンテキストを使用する場合] 

サブコンテキストが省略されていないか確認してください。サブコンテキストが省略されている場合、「Java EE運用ガ

イド(Java EE 6編)」－「環境ネーミングコンテキスト(Environment Naming Context)」－「環境ネーミングコンテキス

トで参照可能なオブジェクト」にある「JNDIのlookupメソッドに指定する名前」の記載を基に修正してください。 

 

オブジェクトリファレンスのキャッシュ 

オブジェクトリファレンスのキャッシュは、lookupメソッド実行時に取得されるオブジェクトリファレンスがコンテナ

内でキャッシュされる機能です。アプリケーションでリクエストの度にlookupを実施している場合、2回目のlookupは、

コンテナ内にキャッシュされているオブジェクトリファレンスが返却されます。J2EEではデフォルトで動作しますが、

Java EE 6にはキャッシュ機能がありません。 

 

キャッシュ機能がないことで、性能劣化が懸念されるため、性能試験を実施して問題がないことを確認してください。 

システムの構成上、リクエストの度にlookupを実施する必要がないのであれば、アプリケーション内でオブジェクトリ

ファレンスをキャッシュすることを検討してください。 

2.6 IIOP通信について 

IIOP通信で使用するポートについて 

J2EE機能では、IIOP通信は共通のサービスがリクエストを受信します。このため、サーバアプリケーションが複数動作

している場合も、共通のポート番号(例:8002)がIIOP通信に使用されます。 

一方、Java EE 6機能の場合は、クラスタのインスタンスごとにIIOP通信ポートを使用します。このため、複数のポート

番号を使用します。Java EE 6では、概念上のIIOP通信受信部を「IIOPリスナー」と呼んでいます。 

 

 

IIOP接続の待機時間監視機能について 

Java EE 6にはIIOP接続に失敗した場合、リトライする待機時間監視機能がありますが、J2EEには存在しない機能になり

ます。 

Java EE 6では、タイムアウトの判定にコネクションの接続処理時間を含めることはできません。また、リトライを実施

しないよう設定することはできません。(必ず１回はリトライを実施します) 

CORBAサービス 

同一アプリの

多重実行 

EJBクライアント 

Java EE 6機能 

J2EE機能 
EJBサーバ1 

ワークユニット:IJS01 

EJBサーバ1 

ワークユニット:IJS01 

EJBサーバ2 

ワークユニット:IJS02 

EJBクライアント 

ポート番号:8002 

リ ク エ ス ト を

ディスパッチ 

IIOPリスナー 

クラスタ: IJ01 インスタンス: ins11 

IIOPリスナー 

 

クラスタ: IJ01 インスタンス: ins12 

IIOPリスナー 

 

クラスタ: IJ02 インスタンス: ins21 

EJBサーバ1 

EJBサーバ1 

EJBサーバ2 

ポート番号:29700 

29701 

29702 

同一アプリの

多重実行 
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クライアントからの最大リクエスト数 

 J2EEでは、CORBAサービスが受付可能なリクエストの最大数を指定します。 

Java EE 6では、受付可能なリクエストの最大数を指定する機能はありません。最大スレッド数は、スレッドプールで指

定できますが、リクエストの最大数×２とする必要があります。(Java EE 6の場合は、スレッドプールには、リクエス

トの最大数を指定します) 

2.7 Webアプリケーションについて 

HTTPリクエストへのレスポンスに設定するヘッダ数の制限 

J2EEではHTTPリクエストへのレスポンスに設定するヘッダ数には制限がありませんが、Java EE 6では100行までとなり

ます。 

上限値については、「レスポンスヘッダ数の上限値」の設定にて変更することが可能です。詳細は「Java EE運用ガイド

(Java EE 6編)」－「ネットワーク設定の定義項目」－「レスポンスヘッダ数の上限値」を参照してください。 

 

HTTPリクエストパラメータ数の制限 

J2EEではHTTPリクエストパラメータ数は特に制限されませんでしたが、Java EE 6では10000個に制限されるようになり

ました。なお、本制限値はネットワーク設定の定義項目の「HTTPリクエストパラメータ数の最大値」プロパティで変更

可能です。 

 

キープアライブのタイムアウト値について 

Java EE 6において、マニュアル上キープアライブタイムアウトとして記載されている以下の定義項目はキープアライブ

以外のタイムアウト値として利用されます。 

${clusterName_instanceName_configName}.network-config.protocols.protocol.${protocol-name}.http.timeou

t-seconds 

 

本定義項目は以下の3つのタイムアウトとして設定されます。 

 キープアライブ:Webコンテナがレスポンスを返却後、次のリクエストが来るまでの間キープアライブ接続を維持す

る時間 

 HTTPの接続：WebコンテナでHTTP接続後、リクエストがスレッドプールのキューに格納されるまで接続を維持する

時間 

 HTTP接続キュー：Webコンテナでスレッドプールのキューに格納後、リクエストがスレッドで処理を開始されるま

で接続を維持する時間 

キープアライブを無効するとき、キープアライブのタイムアウト値を明に設定する必要はなくデフォルト値のままで問

題ありません。 

 

JSPファイルを読み込むエンコーディング 

J2EEではJSP1.2に従い、JSPファイルを読み込むエンコーディングは、コンパイル単位でした。include先のJSPファイル

も、include元とおなじ エンコーディングで読み込まれます。 

Java EE 6ではJSP2.0に従い、JSPファイルを読み込むエンコーディングは、 ファイル単位となります。include先のJSP

ファイルを読み込むエンコーディングは、include元のJSPファイルを読み込むエンコーディングの影響を受けません。

(デフォルトISO-8859-1) 

 

Webアプリケーションの非互換について 

その他、Webアプリケーションの非互換については「移行ガイド」－「第2章 J2EEからJava EEへの移行」の「Webアプリ

ケーション」と「Servletコンテナ」を参照願います。 
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2.8 Webサービスのアプリケーションについて 

J2EEのInterstage Webサービスでは、アプリケーションはWeb Services for J2EE 1.1およびJAX-RPC 1.1に従います。 

Java EE 6のWebサービスでは、アプリケーションはWeb Services for Java EE 1.3およびJAX-WSに従います。JAX-WSは、

JAX-RPCの後継という位置付けですが、JAX-RPCに対する下位互換性はありません。移行には、アプリケーションの変更

が必要です。 

J2EEのInterstage Webサービスのアプリケーション（"JAX-RPC仕様"による実装）から、Java EE 6のWebサービスのアプ

リケーション（"JAX-WS仕様"による実装）への移行方法については「移行ガイド」－「第2章 J2EEからJava EEへの移行」

の「アプリケーションのJava EEのWebサービスへの移行方法」を参考にしてください。 

 

サーバ機能の作成 

以下にJ2EEとJava EE 6におけるInterstage Webサービスのサーバ機能の作成の概要を示します。Java EE 6機能では、

エンドポイントの実装クラスのみでWebサービスアプリケーションが作成できます。 

 

 

クライアント機能の作成 

以下にJ2EEとJava EE 6におけるInterstage Webサービスのクライアント機能の作成の概要を示します。 

Webサービスモジュール(.war) 

サービスエンド

ポイントインタ

フェース(.class) 

サービス 

エンドポイント 

(.class) 

WSDLファイル

名_mapping.xml 

WSDLファイル

(.wsdl) 

web.xml webservice.xml 

Webサービス 

サービス 

エンドポイント 

(.class) 

WSDLファイル名

_mapping.xml 

WSDLファイル

(.wsdl) 

web.xml webservice.xml 

Webサービスモ

ジュール名.zip 

公開用WSDL

ファイル(.wsdl) 

Interstage 

管理コン

ソール 

Ijsdeploy

ment 

コマンド 

Interstage 

管理コン

ソール 

サービスエンド

ポイントインタ

フェース(.class) 

javacコマンド 

Iswsgen wsdl 

コマンド 

jarコマンド 

Interstage 

Studio 

サービスエンドポイント 

(.class) 

javacコマンド 

jarコマンド 

Interstage 

Studio 

IJServer 

Webサービス 

サービス 

エンドポイント 

(.class) 

WSDLファイル

(.wsdl) 

web.xml webservice.xml 

IJServerクラスタ 

Webサービスモジュール(.war) asadmin 

deploy 

コマンド 

公開用WSDL

ファイル(.wsdl) 

ijwsimport 

コマンド 

WSDLの取得 

WSDLの取得 

は、自動生成されるファイルです。 

J2EE機能 

Java EE 6機能 



 

17 

 

 

 

 

2.9 クラスローダについて 

すべてのIJServerで共通のクラスを指定する方法 

J2EE機能では、すべてのIJServerワークユニットで共通のクラスを指定するためにJ2EEプロパティのクラスパスを設定

しました。 

Java EE 6機能のIJServerクラスタを利用する場合は、共通ディレクトリに設定してください。共通ディレクトリの詳細

は、「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」の「Interstage Java EE 6で使用するクラスの設定について」を参照してくだ

さい。 

 

IJServer内で共通のクラスを指定する方法 

J2EE機能では、IJServerワークユニット内で共通のクラスを指定するために以下の方法を提供していました。 

 ワークユニットのクラスパスに設定する方法 

 IJServerディレクトリ配下のSharedディレクトリに設定する方法 

 アプリケーション固有ライブラリパスに設定する方法 

 IJServerのextディレクトリに設定する方法 

Java EE 6機能では、上記すべての設定項目を実装していません。代替方法を下表に示します。 

設定方法 J2EE機能 

(すべて分離の場合) 

Java EE 6機能 注意事項 

ワークユニットのクラ

スパスに設定する方法 

Interstageク ラ ス

ローダ 

ク ラ ス パ ス の サ

フィックス 

ワークユニットのクラスパスで指定したライ

ブラリはアプリケーションのロードの後に

ロードされましたが、代替方法ではアプリケー

ションのロードよりも前にロードされます。 

IJServerディレクトリ

配下のSharedディレク

トリに設定する方法 

Applicationク ラ ス

ローダ 

アプリケーションラ

イブラリ 

 アプリケーションライブラリ固有クラス

パスはIJServerワークユニット内のすべ

てのアプリケーションで有効になりま

す。代替方法では配備したアプリケー

ションだけ有効となります。 

 代替方法ではライブラリを変更する場

合、設置先の同名モジュールを置き換え

るか、再配備が必要です。 

 代替方法ではclassの設定はできません。 

アプリケーション固有

ライブラリパスに設定

する方法 

IJServerのextディレ

クトリに設定する方法 

システムクラスロー

ダ 

－ Interstage V9.0でも非推奨としていた方法で

あり、「アプリケーション固有ライブラリパス

公開用WSDL

ファイル(.wsdl) 

javac 

コマンド 

Iswsgen 

client 

コマンド 

は、自動生成されるファイルです。 

J2EE機能 

Java EE 6機能 

サービスエンドポイント 

インタフェースソース 

Serviceインタフェースソース 

ユーザ定義型クラスソース 

スタブ/サービス実装クラスソース

(.java) 

Webサービスクライアント 

アプリケーション 

Webサービスクライアント

アプリ(.class) 

スタブファイル(.class) 

java 

コマンド 

公開用WSDL

ファイル(.wsdl) 

ijwsimport 

コマンド 

Webサービスクライアント 

アプリケーション 

Webサービスクライアント

アプリ(.class) 

スタブファイル(.class) 

appclient 

コマンド 
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に設定する方法」を推奨していました。 

 

クラスローダの検索順番の変更の可否 

J2EE機能では、下図で表すようにクラスローダの検索順番の変更が可能でした。 

 

この機能の仕様は下表のとおりです。 

操作内容 仕様 

ejb-jarファイルからWARファイルへの参照 親が先、親が後のどちらも不可 

EARファイル内の複数WARモジュールで同パッケージ、同一クラス名の使用 親が先、親が後のどちらも可 

Webアプリと他モジュール(EJB、Connector)の連携 親が先、親が後のどちらも可 

 

Java EE 6機能では、「Webクラスローダの委譲モデルの変更」を利用します。 

 

この機能の仕様は下表のとおりです。 

操作内容 仕様 

ejb-jarファイルからWARファイルへの参照 「親クラスローダへの委譲を先にする」で可 

EARファイル内の複数WARモジュールで同パッケージ、同一クラス名の使用 「親クラスローダへの委譲を後にする」で可 

(注) 

Webアプリと他モジュール(EJB、Connector)の連携 「親クラスローダへの委譲を先にする」で可 

注) EARモジュール内の複数のWARモジュールで同一パッケージ、同一クラス名を利用することは一般的ではありません。

同名を使用したい場合は、WARを別々に配備することで実現できます。 

2.10 起動停止時実行クラスについて 

J2EE機能の「起動停止時実行クラス」は、Java EE 6機能では「ライフサイクルモジュール」で実現します。呼び出しの

イベントが増えるため、より柔軟な運用が可能です。 

「起動停止時実行クラス」と「ライフサイクルモジュール」の対応を以下に示します。 

Applicationクラスローダ 

ejb-jar 

Webapp 

クラスローダ 

WAR1 

Webapp 

クラスローダ 

WAR2 

Applicationクラスローダ 

ejb-jar 

Webapp 

クラスローダ 

WAR1 

Webapp 

クラスローダ 

WAR2 

親クラスローダへの委譲を先

にする（デフォルト値） 
親クラスローダへの委譲を

後にする 

(1) (2) 

(1) (1) 

Applicationクラスローダ 

ejb-jar 

Webapp 

クラスローダ 

WAR1 

Webapp 

クラスローダ 

WAR2 

Applicationクラスローダ 

ejb-jar 

Webapp 

クラスローダ 

WAR1 

Webapp 

クラスローダ 

WAR2 

親が先（デフォルト値） 親が後 

(2) (2) 

(1) (2) 

(1) (1) 
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 J2EE機能 Java EE 6機能 

名称 起動停止時実行クラス ライフサイクルモジュール 

実装クラスの条

件 

mainメソッドが実装され、コマンドラインから

実行可能なpublicクラスであること。 

mainメソッド中に必要な処理を実装。 

com.sun.appserv.server.LifecycleListenerイ ン

タフェースを実装したクラスであること。 

handleEventメソッド中に必要な処理を実装。 

イベン

トの種

類 

起動時 ● リクエスト受付開始前 ● コンテナの起動前（INIT_EVENT） 

● アプリケーションのロード前／初期化前

（STARTUP_EVENT） 

● リクエスト受付開始後（READY_EVENT） 

→ J2EE機能とほぼ同等 

停止時 ● リクエスト受付停止後 ● クライアントからのリクエスト受付停止後

（SHUTDOWN_EVENT） 

→ J2EE機能とほぼ同等 

● コンテナ停止後（TERMINATION_EVENT） 

JNDIの利用 可能 可能 

ただし、利用可能なリソースやタイミングに条件有 

引数の受渡し mainメソッドの引数に、実行クラスの定義時に

指定した値を受け渡すことが可能 

handleEventメソッドの引数のLifecycleEventよ

り、ライフサイクルモジュール作成時に指定したプ

ロパティを取得可能 

登録方法 1. 実行クラスの設定 
2. クラスパスの設定 

1. ライフサイクルモジュールの作成 
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第3章 J2EEに対応するJava EE 6の定義項目 

ここでは、J2EE機能に対応するJava EE 6機能の定義項目について説明します。 

3.1 基盤サービス 

J2EE定義名 J2EE定義方法 Java EE 6定義名 Java EE 6定義方法 説明 

RMIレジストリへの要求を

受け付けるポート番号 

isjmx.xmlファイルのport

タグのrmi属性 

RMIレジストリの接続

ポート番号 

asadminコ マ ン ド で 操 作 で き る 定 義 項 目 の

server.admin-service.jmx-connector.system.port 

JMXコネクタのRMIレジストリのポート番号です。 

ポート番号 isjmx.xmlファイルのport

タグのinternal属性 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

SSL通信（HTTPS）で要求を

受け付けるポート番号 

isjmx.xmlファイルのport

タグのhttps属性 

運用管理用HTTPリスナー

のポート番号 

asadminコ マ ン ド で 操 作 で き る 定 義 項 目 の

server.network-config.network-listeners.networ

k-listener.admin-listener.port 

HTTPS経由で運用操作要求を受け付けるためのポート

番号です。 

RMI通信で要求を受け付け

るポート番号 

isjmx.xmlファイルのport

タグのrmiinvoke属性 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

JDK/JREのインストールパ

ス 

isjmx.xmlフ ァ イ ル の

serverタグのjava.home属

性 

Javaバージョン 再インストールで変更します。 サービスで使用するJDKです。J2EE機能では、JDKまた

はJREのインストールパスを指定しますが、Java EE 6

ではJDKのバージョンを指定します。 

javaプロセスに指定する

オプション情報 

isjmx.xmlフ ァ イ ル の

serverタグのoptions属性 

JVMオプション asadmin create-jvm-optionsサブコマンド javaプロセスに指定するオプション情報です。 

MBeanの登録数の上限値 isjmx.xmlフ ァ イ ル の

registryタグのmax属性 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

通信のタイムアウト時間 isjmx.xmlフ ァ イ ル の

timeoutタグのrmi属性 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

SSL通信（HTTPS）のタイム

アウト時間 

isjmx.xmlフ ァ イ ル の

timeoutタグのhttps属性 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

他のサーバとの通信を行

う際に使用するIPアドレ

ス 

isjmx.xmlファイルのhost

タグのlocalhost属性 

アドレス asadminコ マ ン ド で 操 作 で き る 定 義 項 目 の

server.admin-service.jmx-connector.system.addr

ess 

他のサーバとの通信を行う際に使用するIPアドレス

です。複数のIPアドレスを持っているサーバで、シス

テムの運用管理に使用するLANと、業務で使用するLAN

を分けている場合などに指定します。 

IPアドレスが1つの場合、指定する必要はありません。 

Interstage JMXサービス

のログインログのファイ

ルサイズの上限値 

isjmx.xmlフ ァ イ ル の

loginlogタグのmax属性 

－ － ログイン要求を記録するログインログのログファイ

ルサイズの上限値です。Java EE 6では設定する必要

はありません。 
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Interstage JMXサービス

の内部ログのファイルサ

イズの上限値 

isjmx.xmlフ ァ イ ル の

operationlogタグのmax属

性 

MBeanServerのオペレー

ションログのファイルサ

イズの上限値 

- Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在

しません。 

3.2 運用操作コマンド 

■Interstage統合コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Interstageの起動 isstart PCMIサービスの起動 net start "Interstage PCMI(isje6)" 

[PCMIインスタンスディレクト

リ]/FJSVpcmi start 

PCMIサービスの起動時の出口機能を利用することでInterstage 

Java EE 6 DAS サービス／サーバーインスタンスを自動的に起動

することができます。 

Interstageの停止 isstop PCMIサービスの停止 net stop "Interstage PCMI(isje6)" 

[PCMIインスタンスディレクト

リ]/FJSVpcmi stop 

PCMIサービスの停止時の出口機能を利用することでInterstage 

Java EE 6 DAS サービス／サーバーインスタンスを自動的に停止

することができます。 

Interstageの動作状態表示 isstat PCMIサービスの動作状態表示 pcmistat PCMIサービスの動作状態を表示します。 

Interstageの初期化 isinit － － Java EE 6では初期化に相当するコマンドは存在しません。初期化

が必要な場合は再インストールを実施してください。 

Interstage資源のアクセス

権設定 

issetfoldersecurit

y 

Interstage資源のアクセス権

設定 

issetfoldersecurity Interstage資源のアクセス権を設定します。 

セキュリティ権限設定／表

示 

issetsecuritymode セキュリティ権限設定／表示 issetsecuritymode Interstage資源のセキュリティ権限を設定/表示します。 

■Interstage管理コンソールコマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Interstage管理コンソールの起動 ismngconsolestart － － Java EE 6では管理コンソールは提供していません。 

Interstage管理コンソールの停止 ismngconsolestop － － Java EE 6では管理コンソールは提供していません。 

■Interstage JMXサービス運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Interstage JMXサービスの起動 isjmxstart Interstage Java EE DASサービスの起動 asadmin start-domain Interstage Java EE DASサービスを起動します。 

Interstage JMXサービスの停止 isjmxstop Interstage Java EE DASサービスの停止 asadmin stop-domain Interstage Java EE DASサービスを停止します。 

Interstage JMXサービスの状態表示 isjmxstat Interstage Java EE DASサービスの状態表示 asadmin list-domains Interstage Java EE DASサービスの動作状態を表示します。 

Interstage JMXサービスの定義操作 isjmxchangedef Interstage Java EE DASサービスのJMXコネ

クタのアドレス変更 

asadminコマンドで操作

できる定義項目の

server.admin-service.j

mx-connector.system.ad

dress 

他のサーバとの通信を行う際に使用するIPアドレスを指定し

ます。 
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運用操作時に利用するユーザリポジ

トリの切替 

isresetuserrep 運用管理機能が利用するレルムの変更  Java EE 6では運用操作時に利用するレルムを変更することは

できません。 

現在使用しているユーザリポジトリ

の表示 

isdispuserrep 運用管理機能が利用するレルムの表示 asadmin getサブコマン

ドで、以下の定義項目を

表示します。 

server.security-servic

e.auth-realm.admin-rea

lm.classname 

運用管理機能が現在利用しているレルムの種別を表示しま

す。 

■ワークユニット管理コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ワークユニットの起動 isstartwu IJServerクラスタの起動 asadmin start-clusterサブコマンド Java EE 6の場合、プロセスの起動完了を待たずに復帰します。起

動完了は「pcmilistprocesses」コマンドで確認してください。 

ワークユニットの停止 isstopwu IJServerクラスタの停止 asadmin stop-clusterサブコマンド Java EE 6の場合、プロセスの停止完了を待たずに復帰します。停

止完了は「pcmilistprocesses」コマンドで確認してください。 

縮退運用中のワークユニッ

ト復元 

isrcoverwu 縮退運用中のIJServerクラスタの

復元 

asadmin start-clusterサブコマンド

/start-local-instanceサブコマンド 

縮退運用中のIJServerクラスタを復元します。 

ワークユニットの一覧表示 islistwu IJServerクラスタの一覧表示 pcmilistprocessesコマンド IJServerクラスタのサーバーインスタンスの状態を確認します。 

ワークユニット運用されて

いるアプリケーションのプ

ロセス情報表示 

islistaplproc サーバーインスタンスの一覧表示 pcmilistprocessesコマンド サーバーインスタンスの一覧を表示します。 

キューの閉塞 isinhibitque － － キュー制御機能はサポートされていません。 

キューの閉塞解除 ispermitque － － キュー制御機能はサポートされていません。 

オブジェクトの一覧表示 islistobj サーバーインスタンスの一覧表示 asadmin list-instancesサブコマンド システムで運用されているオブジェクト（IJServer）の一覧情報

と、その状態を表示するコマンドです。 

■J2EE運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

J2EEの定義更新 isj2eeadmin 定義更新 asadminの各サブコマンド Java EE 6の定義更新を行います。 

ログ採取の開始/停止、ログ状態の表示 isj2eemonitor － － モニタロギング機能はサポートされていません。 

J2EEアプリケーションの配備 ijsdeployment アプリケーションの配備 asadmin deployサブコマンド アプリケーションの配備を行います。 

J2EEアプリケーションの配備解除 ijsundeployment アプリケーションの配備解

除 

asadmin undeployサブコマンド アプリケーションの配備解除を行います。 

J2EEアプリケーションの一覧表示 ijslistapl アプリケーションの一覧表

示 

show-component-statusサブコマン

ド 

asadmin list-componentsサブコマン

ド 

asadmin list-sub-componentsサブコ

マンド 

配備済みアプリケーションの一覧を表示します。 

 

J2EEでは、-lオプションを指定してijslistaplコマンドを実

行することで、サブコンポーネントの情報を表示できました

が、Java EEでサブコンポーネントを表示したい場合、asadmin 

list-sub-componentsサブコマンドを利用します。 

JSPの事前コンパイル ijscompilejsp － － JSPの事前コンパイルはサポートされていません。 
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IJServerのチューニング ijstune － － プールされたコネクションを破棄する機能はサポートされま

せん。 

Webサーバコネクタにおけるリクエス

トの振り分け操作 

ijsdispatchcont － － Java EE 6ではWebサーバコネクタにおけるリクエストの振り

分け操作は提供していません。 

Webサーバコネクタにおけるリクエス

ト振り分け状態の表示 

ijsprintdispatch

cont 

－ － Java EE 6ではWebサーバコネクタにおけるリクエストの振り

分け状態の表示は提供していません。 

Webサーバコネクタの故障監視機能に

おける振り分け先状態の表示 

svmondspstat － － Java EE 6ではWebサーバコネクタの故障監視機能における振

り分け先状態の表示は提供していません。 

■EJBサービス運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Enterprise Bean定義情

報の移出 

ejbdefexport Interstage deployment 

descriptorファイルの参

照 

－ ejbdefexportコマンドとejbdefimportコマンドで設定した各

種設定は、Interstage deployment descriptorファイルに定

義してEJBモジュールに格納して配備することで有効になり

ます。各種定義の詳細は「2.14 EJBアプリケーション」を参

照してください。 

Enterprise Bean定義情

報の移入 

ejbdefimport Interstage deployment 

descriptorファイルの編

集 

－ ejbdefexportコマンドとejbdefimportコマンドで設定した各

種設定は、Interstage deployment descriptorファイルに定

義してEJBモジュールに格納して配備することで有効になり

ます。各種定義の詳細は「2.14 EJBアプリケーション」を参

照してください。 

 

■Webサービス開発コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

サービスエンドポイン

トインタフェースから

WSDLを生成 

iswsgen wsdl サービスエンドポイント

からWSDLを生成 

－ WSDLファイルは、Webサービスサーバアプリケーションの配備

により、自動生成されるため、コマンドにより生成する必要

はありません。 

WSDLファイルから、Web

サービスサーバアプリ

ケーションの開発に必

要なファイル等を生成 

iswsgen server WSDLファイルから、Web

サービスサーバアプリ

ケーションの開発に必要

なファイル等を生成 

ijwsimport Java EE 6のWebサービスへの移行にあたり、Javaのプログラ

ムから作成していただくことを推奨します。やむを得ずイン

タフェースを変更できない場合に使用します。 

WSDLファイルから、Web

サービスクライアント

開発に必要なファイル

を生成 

iswsgen ｃlient WSDLファイルから、Web

サービスクライアント開

発に必要なファイルを生

成 

ijwsimport  

 

■iswsgen サブコマンド共通オプション 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

サブコマンドのUsageの

表示 

iswsgen {wsdl¦server¦client} 

-help 

ヘルプメッセージの表示 ijwsimport -help  
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iswsgen {wsdl¦server¦client} -h 

生成するファイルの出

力先 

iswsgen {wsdl¦server¦client} 

-output <パス> 

または 

iswsgen {wsdl¦server¦client} -o 

<パス> 

最終生成物の生成・格納先 ijwsimport -d directory  

ネームスペース名と

パッケージ名のマッピ

ング定義 

iswsgen {wsdl¦server¦client} 

-PkgNSmappingFile <プロパティ

ファイル> 

または 

iswsgen {wsdl¦server¦client} -F 

<プロパティファイル> 

パッケージ名指定 ijwsimport -p pkg ネームスペースごとにパッケージ名を指定することはできま

せんが、単一のパッケージを指定することはできます。 

Javaソースファイルを

生成時の上書き 

iswsgen {wsdl¦server¦client} 

-ovwewriteJava 

または 

iswsgen {server¦client} -J 

－ － 無条件に上書きします。同じファイル名が存在した場合エ

ラーにすることはできません。 

コマンド処理時間のタ

イムアウト時間 

iswsgen {server¦client} 

-timeout 

－ － タイムアウト時間は指定できません。 

WSDLおよびXMLスキーマ

が別のリソースを

import要素などで参照

している場合の処理 

iswsgen {server¦client} 

-retrieve{none¦local¦global} 

－ globalが指定された場合と同等の処

理になります。 

 

リモートのリソース参

照時のプロキシのホス

ト名 

iswsgen {server¦client} 

-proxyHost <ホスト名> 

リモートのリソース参照

時のプロキシのホスト名 

ijwsimport -httpproxy:host[:port]  

リモートのリソース参

照時のプロキシのポー

ト番号 

iswsgen {server¦client} 

-proxyPort <ポート番号> 

リモートのリソース参照

時のプロキシのポート番

号 

ijwsimport -httpproxy:host[:port]  

リモートのリソース参

照時のプロキシのユー

ザ名 

iswsgen {server¦client} 

-proxyUser <ユーザ名> 

－ － Java EE 6機能の場合、該当するオプションは存在しません。 

リモートのリソース参

照時のプロキシのパス

ワード 

iswsgen {server¦client} 

-proxyPassword <パスワード> 

－ － Java EE 6機能の場合、該当するオプションは存在しません。 

 

■iswsgen serverサブコマンドの固有オプション 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

WSDL内のネームスペー

ス名から対応するJava

生成物のパッケージ名

への対応定義 

iswsgen server -NStoPkg <ネーム

スペース名>=<パッケージ名> 

または、 

iswsgen server -n <ネームスペー

パッケージ名指定 ijwsimport -p pkg 

ネームスペースごとにパッケージ名

を指定することはできませんが、単

一のパッケージを指定することはで
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ス名>=<パッケージ名> きます。 

作成するWebサービスア

プリケーションのタイ

プ 

iswsgen server -module {web¦ejb} － <WSDLファイル名>_mapping.xmlファ

イルは不要のため、該当オプション

はありません。 

 

 

■iswsgen clientサブコマンドの固有オプション 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

WSDL内のネームスペー

ス名から対応するJava

生成物のパッケージ名

への対応定義 

iswsgen client -NStoPkg <ネーム

スペース名>=<パッケージ名> 

または、 

iswsgen client -n <ネームスペー

ス名>=<パッケージ名> 

パッケージ名指定 ijwsimport -p pkg 

ネームスペースごとにパッケージ名

を指定することはできませんが、単

一のパッケージを指定することはで

きます 

 

 

■JMS運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ConnectionFactory定義

の登録 

jmsmkfact JMS接続ファクトリの作成 asadmin create-jms-resourceサブコ

マンド 

JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソースを作成します。 

ConnectionFactory定義

の更新 

jmsmkfact -o JMS接続ファクトリの更新 asadmin setサブコマンド JMS接続ファクトリの定義を更新します。 

 

Java EE 6では、asadmin setサブコマンドにより、以下の定

義項目を更新します。 

 

resources.connector-connection-pool.[JNDI名] 

resources.connector-resource.[JNDI名] 

ConnectionFactory定義

の一覧表示 

jmsinfofact JMS接続ファクトリの一覧

取得 

asadmin list-jms-resourcesサブコ

マンド 

JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソース一覧を取得しま

す。 

ConnectionFactory定義

の削除 

jmsrmfact JMS接続ファクトリの削除 asadmin delete-jms-resourceサブコ

マンド 

JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソースを削除します。 

Destination定義の登録 jmsmkdst JMS送信先リソースの作成 asadmin create-jms-resourceサブコ

マンド 

JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソースを作成します。 

Destination定義の更新 jmsmkdst -o JMS送信先リソースの更新 asadmin setサブコマンド JMS接続ファクトリの定義を更新します。 

 

Java EE 6では、asadmin setサブコマンドにより、以下の定

義項目を更新します。 

 

resources.admin-object-resource.[JNDI名] 

Destination定義の削除 jmsrmdst JMS送信先リソースの削除 asadmin delete-jms-resourceサブコ

マンド 

JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソースを削除します。 

Destination定義の一覧 jmsinfodst JMS送信先リソースの一覧 asadmin list-jms-resourcesサブコ JMS接続ファクトリまたはJMS送信先リソース一覧を取得しま
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表示 取得 マンド す。 

durable Subscriberの削

除 

jmsrmds 永続サブスクリプション

の削除 

imqcmd destroy durコマンド 永続サブスクリプションを削除します。 

durable Subscriberの一

覧表示 

jmsinfods 永続サブスクリプション

の一覧表示 

imqcmd list durコマンド トピックが管理している永続サブスクリプションの一覧を表

示します。 

セキュリティモードの

設定／表示 

jmssetsecmode セキュリティ権限設定／

表示 

issetsecuritymodeコマンド Java EE 6機能の場合、JMS固有のセキュリティモードを設定

するコマンドは存在しません。issetsecuritymodeコマンドで

JMSのセキュリティモードも設定されます。 

クラスタ環境の構築／

表示／削除 

jmssetupcluster － － Java EE 6機能の場合、JMS固有でクラスタ環境を構築するコ

マンドは存在しません 

 

■Servletサービス運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Session Registry 

Server管理コマンド 

jssrsadmin － － Java EE 6では本機能はサポートされていません。 

 

■クラスタサービス運用コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Interstageの稼働状態

確認 

isgetstatus － － Java EE 6ではクラスタサービス連携はサポートしていませ

ん。 

事前起動している

Interstageの活性化 

isrelease － － Java EE 6ではクラスタサービス連携はサポートしていませ

ん。 

事前起動しているワー

クユニットの活性化 

isreleasewu － － Java EE 6ではクラスタサービス連携はサポートしていませ

ん。 

Interstageの事前起動 isstandby － － Java EE 6ではクラスタサービス連携はサポートしていませ

ん。 

ワークユニットの事前

起動 

isstandbywu － － Java EE 6ではクラスタサービス連携はサポートしていませ

ん。 

 

 

■バックアップコマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

IJServerの資源のバッ

クアップ・移出 

ijsbackup IJServerクラスタの資源

のバックアップ・移出 

ij6backup isprintbackuprscコマンドで表示されたバックアップ対象

サービスの資産をバックアップしてください。 

 

バックアップ手順については「Java EE運用ガイド(Java EE 6

編)」の「資源のバックアップとリストア」を参照してくださ
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い。 

IJServerの資源のリス

トア・移入 

ijsrestore IJServerクラスタの資源

のリストア・移入 

ij6restore isprintbackuprscコマンドで表示されたバックアップ対象

サービスの資産をリストアしてください。 

 

リストア手順については「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」

の「資源のバックアップとリストア」を参照してください。 

 

■保守情報採取コマンド 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

一括情報採取ツール iscollectinfo 一括情報採取ツール iscollectinfo Interstageの調査資料を採取します。 

 

3.3 J2EEプロパティ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

クラスパス IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<System><ClassPaths> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > クラスパ

ス 

クラスパス asadmin setサブコマンドで以下の定義項目を更新しま

す。 

[IJServerクラスタ名].java-config.classpath-suffix 

 

パス IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<System><Paths> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > パス 

パス アプリケーションが動作時に使用するパスを指定しま

す。PCMIサービス起動時のシステムの環境変数で指定し

ます。 

 

ライブラリパス IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<System><LibraryPaths> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > ライブラ

リパス 

ライブラリパス アプリケーションが動作時に使用するライブラリパスを

指定します。PCMIサービス起動時のシステムの環境変数

で指定します。 

 

JavaVMオプション IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<System><JavaCommandOptions> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > JavaVMオ

プション 

JVMオプション asadmin create-jvm-options/delete-jvm-optionsサブ

コマンドでJVMオプションの追加・削除を行います。 

 

J2EE共通ディレクトリ IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<System><J2EECommonDirectory> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > J2EE共通

Java EE6共通ディレクト

リ 

－ インストール時に設定でき

ます。 
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ディレクトリ 

 

3.4 ワークユニット 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

IJServerタイプ IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Type> 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer設定 > IJServerタイプ 

－ － IJServerのタイプを指定します。 

Java EE 6では、IJServerクラスタのタイプを指定することは

できません。 

WebアプリケーションとEJBアプリケーションを同一JavaVMで

運用/Webアプリケーションのみ運用/EJBアプリケーションの

み運用のいずれかのタイプからIJServerクラスタへ移行する

場合、IJServerクラスタを1つ作成します。 

WebアプリケーションとEJBアプリケーションを別JavaVMで運

用するタイプからIJServerクラスタへ移行する場合、Web用と

EJB用のIJServerクラスタをそれぞれ作成します。 

プロセス多重度 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><ProcessConc

urrency> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > プロセス多重

度 

サーバーインスタンス asadmin 

create-local-instance/delete-loc

al-instanceサブコマンドでインス

タンスの追加、削除を行います 

アプリケーションプロセスの数を指定します。 

J2EEではプロセス多重度でプロセスの数を指定しますが、

Java EE 6ではサーバーインスタンス名を指定して追加・削除

を行います。 

クラスパス IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><ClassPaths> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > クラスパス 

クラスパスのサフィック

ス 

asadmin setサブコマンドで以下の定

義項目を更新します。 

[IJServerクラスタ

名].java-config. 
isjee-classpath-suffix 

アプリケーションが動作時に使用するクラスパスを指定しま

す。 

アプリケーション固有

ライブラリパス 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><Application

ClassPaths> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > アプリケー

ション固有ライブラリパス 

ライブラリ asadmin deployサブコマンドの

--librariesオプションで指定しま

す。 

アプリケーション固有のライブラリを使用する場合、そのパ

スを指定します。 

J2EEのアプリケーション固有ライブラリパスはすべてのアプ

リケーションで有効になりますが、Java EE 6のライブラリは

配備したアプリケーションだけ有効となります。 

Java EE 6のライブラリを変更する場合、設置先の同名モ

ジュールを置き換えるか、再配備が必要です。 

Java EE 6のライブラリではclassの設定はできません。 

パス IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

－ － アプリケーションが動作時に使用するパスを指定します。 

Java EE 6では、Interstage Java EE Node Agentサービス起
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<IJServer><Common><PathsForApp

lication> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > パス 

動時のシステムの環境変数で指定します。 

ライブラリパス IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><LibrariesFo

rApplication> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 >ライブラリパス 

－ － アプリケーションが動作時に使用するライブラリパスを指定

します。 

Java EE 6では、Interstage Java EE Node Agentサービス起

動時のシステムの環境変数で指定します。 

環境変数 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><Environment

Variables> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > 環境変数 

環境変数 PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><EnvironmentVariables><

Variable> 

アプリケーションが動作時に使用する環境変数を指定しま

す。 

Javaバージョン IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><JavaVersion

> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > Javaバージョン 

Javaバージョン － Javaバージョンを選択します。 

J2EEでは、IJServerワークユニット単位で指定できましたが、

Java EE 6では、Java EE 6運用環境全体への指定となります。 

Java EE 6では、インストール時での設定となります。 

Java VMオプション IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><JavaCommand

Options> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > Java VMオプ

ション 

JVMオプション asadmin 

create-jvm-options/delete-jvm-op

tionsサブコマンドでJVMオプション

の追加・削除を行います。 

Javaコマンドに指定するオプションを指定します。 

Javaヒープ/Java 

Permanent領域不足時の

制御 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><Reactivatio

nOfProcessAtOutOfMemory> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > Javaヒープ

/Java Permanent領域不足時の制御 

Javaヒープ/Permanent世

代領域不足時の制御 

PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><FJVM><RestartProcessAt

OutOfMemory> 

 

ワークユニット自動起 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

サービス起動時の出口機 出口機能定義ファイル

(gf3.properties)の
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動 <IJServer><AutomaticStart><Mod

e> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > ワークユニッ

ト自動起動 

能 adapter.gf3.startに起動時スクリ

プトを指定。スクリプトに

Interstage Java EE 6DASサービスや

サーバインスタンスの起動コマンド

を記述します。 

起動ユーザー名 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><AutomaticStart><Use

r> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > 起動ユーザ名 

サービス運用ユーザー ij6setoperatoridコマンドで指定し

ます。 

IJServerクラスタのJavaアプリケーションプロセスを起動す

るユーザーを指定します。 

J2EEでは、IJServerワークユニット単位で指定できましたが、

Java EE 6では、Java EE 6運用環境全体への指定となります。 

アプリケーション最大

処理時間 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><ProcessingT

ime><MaximumProcessingTime> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > アプリケー

ション最大処理時間 

アプリケーション最大処

理時間 

PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><ApplicationProcessingT

ime><MaximumProcessingTime> 

 

アプリケーション最大

処理時間超過時の制御 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><TerminatePr

ocessModeForTimeout> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > アプリケー

ション最大処理時間超過時の制御 

アプリケーション最大処

理時間超過時の制御 

PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><ApplicationProcessingT

ime><TerminateProcessForTimeout> 

アプリケーションの最大処理時間を指定します。 

ワークユニット起動待

ち時間 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><StartupMonitorTime 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > ワークユニッ

ト起動待ち時間 

プロセス起動待ち時間 PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><MaximumStartupTime> 

プロセスの起動が完了するまでの監視時間を指定します。 

プロセス強制停止時間 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><ShutdownMonitorTime

> 

 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > プロセス強制

プロセス停止待ち時間 PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><MaximumStopTime> 

プロセスの停止が完了するまでの監視時間を指定します。 
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停止時間 

リトライカウント IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><ApplicationRetry><A

bnormalTerminationCounts> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > リトライカウ

ント 

リトライカウント PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><ProcessAutoRestart><Re

tryCount> 

プロセスが異常終了した場合の、自動再起動回数の上限を指

定します。 

リトライカウントリ

セット時間 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><RetryCountR

esetTime> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > リトライカウ

ントリセット時間 

リトライカウントリセッ

ト時間 

PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><ProcessAutoRestart><Re

tryCountResetTime> 

プロセスが異常終了した場合の、自動再起動回数がリセット

される時間を指定します。 

デバッグ起動 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><JavaDebugStart> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > デバッグ起動 

デバッグ asadmin setサブコマンドで以下の定

義項目を更新します。 

[IJServerクラスタ

名].java-config.debug-enabled 

Javaアプリケーションプロセスをデバッグ起動するかどうか

を指定します。 

カレントディレクトリ IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><CurrentDirectory><D

irectory> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > カレントディ

レクトリ 

カレントディレクトリの

パス 

－ Java EE 6ではカレントディレクトリのパスは変更できませ

ん。 

カレントディレクトリ

のタイプ 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><CurrentDirectory><T

ype> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > カレントディ

レクトリ 

－ － Javaアプリケーションプロセスが使用するカレントディレク

トリのタイプを指定します。 

Java EE 6では、カレントディレクトリのタイプを設定するこ

とはできません。 

退避するカレントディ

レクトリの世代数 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Common><NumberOfRev

isionDirectories> 

 

退避するカレントディレ

クトリの世代数 

PCMIプロファイルの以下のタグで指

定します。 

<Profile><CurrentDirectory><Numb

erOfGenerations> 

プロセスが使用するカレントディレクトリを退避する世代数

を指定します。 
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Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > 退避するカレ

ントディレクトリの世代数 

ログ出力ディレクトリ IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><Log><Directory> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > ログ出力ディ

レクトリ 

ログ出力ディレクトリ asadmin set-log-attributesサブコ

マンドで以下の定義項目を更新しま

す。 

com.sun.enterprise.server.loggin

g.GFFileHandler.directory 

ログ出力ディレクトリを指定します。 

アプリケーション自動

再起動失敗時の制御 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><ProcessDegeneracy> 

 

Interstage管理コンソールのワー

クユニット設定 > アプリケー

ション自動再起動失敗時の制御 

－ － Javaアプリケーションプロセスの自動再起動に失敗した場合

の制御を指定します。 

Java EE 6では、アプリケーション自動再起動失敗時の制御を

指定することはできません。 

アプリケーション自動再起動失敗時、配下に運用中のサー

バーインスタンスが存在する場合、IJServerクラスタは縮退

運用状態となります。 

自動再起動失敗を契機にIJServerクラスタを停止したい場合

は、システムログのPCMI1115メッセージを監視し、必要に応

じてIJServerクラスタの停止操作を行ってください。 

 

3.5 IJServer共通定義 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

HotDeployの使用 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><HotDeploy> 

 

Interstage管理コンソールの共通

定義 > HotDeployの使用 

－ － Java EE 6では、HotDeployの利用可否に関する定義項目があ

りません。常にHotDeployが利用できます。 

使用するXMLパーサの種

別 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><XmlParser> 

 

Interstage管理コンソールの共通

定義 > 使用するXMLパーサの種別 

－ － Java EE 6では、サービスプロバイダの構成ファイルを含んだ

XMLパーサ実装のJARファイルをIJServerに設定します。詳細

については、「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」の「XMLパー

サの設定」を参照してください。設定しない場合は、JDKに含

まれるXMLパーサのXercesを使用します。 

Java EE 6では、富士通XMLパーサは使用できません。 

コンテナのWebサービス

機能 

Interstage管理コンソールの共通

定義 > コンテナのWebサービス機

能 

－ － Java EE 6では、コンテナのWebサービス機能の利用可否に関

する定義項目がありません。常にコンテナのWebサービス機能

が利用できます。 
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クラスローダの分離 isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><ClassLoader><Separa

tionKind>タグの値 

 

Interstage管 理 コ ン ソ ー ル の

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能の場合、クラスローダの分離方法を指定できま

せん。Java EE 6機能のクラスローダの構成については、「Java 

EE運用ガイド(Java EE 6編)」の「クラスローダの構成」を参

照してください。 

クラスローダの検索順

序 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><ClassLoader><Search

Order>タグの値 

 

Interstage管 理 コ ン ソ ー ル の

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能の場合、Webクラスローダの委譲モデルの変更

で行います。詳細については、「2.7.1 クラスローダの仕様の

違いについて」の「クラスローダの検索順番の変更の可否」

を参照してください。 

クラスローダのトレー

ス情報の出力 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><ClassLoader><Trace>

タグの値 

 

Interstage管 理 コ ン ソ ー ル の

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能の場合、ロードされたクラスを確認するには

Java VMオプションに-verbose:classを指定してください。

ロードされたクラスの情報はJava VMログに出力されます。 

オートリロード isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><ClassLoader><Reload

><Use> タ グ 、 お よ び

<IJServer><ClassLoader><Reload

><Interval>タグの値 

 

Interstage管 理 コ ン ソ ー ル の

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能の場合、Interstage Java EE DAS 6サービスで

のみ、クラスのオートリロードを利用できます。 

トランザクション内訳

分析 

IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><ARM><ARMMODE> 

 

Interstage管理コンソールの共通

定義 > トランザクション内訳分

析 

－ － Java EE 6機能ではトランザクション内訳分析機能はサポート

していません。 

測定間隔 IJServer定義ファイルの以下のタ

グで指定します。 

<IJServer><ARM><SamplingInterv

－ － Java EE 6機能ではトランザクション内訳分析機能はサポート

していません。 
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al> 

 

Interstage管理コンソールの共通

定義 > トランザクション内訳分

析 > 測定間隔 

 

3.6 Webサーバコネクタ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ワークユニット名 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><WorkunitName>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

IJServerクラスタ名 wscadmin add-instance-refサブ

コマンドで指定。Webサーバと

IJServerクラスタが同じマシン

の場合はasadmin 

create-local-instanceで指定。 

 

ServletコンテナのIP

アドレス:ポート番 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><Servlet><Address>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

ServletコンテナのIPアド

レス:ポート番 

wscadmin add-instance-refサブ

コマンドで指定。Webサーバと

IJServerクラスタが同じマシン

の場合はasadmin 

create-local-instanceで指定。 

 

Webアプリケーション

名 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><Application><Name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

Webアプリケーション名 wscadmin add-application-ref

サブコマンドで指定。Webサーバ

とIJServerクラスタが同じマシ

ンの場合はasadmin deployで指

定。 

 

Webサーバのバーチャ

ルホスト 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><Www><VirtualHost><Name>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

Webサーバのバーチャルホ

スト 

wscadmin add-virtual-host-ref

サブコマンドで指定。 

 

コネクタとServletコ

ンテナ間のSSLの使用 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><Www><ServletSsl>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

コネクタとServletコンテ

ナ間のSSLの使用 

－ Java EE 6ではコネクタと

Servletコンテナ間のSSLの使用

はサポートしていません。 

コネクタとServletコ

ンテナ間のSSL定義 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><Www><SslConfigName>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

コネクタとServletコンテ

ナ間のSSL定義 

－ Java EE 6ではコネクタと

Servletコンテナ間のSSLの使用

はサポートしていません。 
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送受信タイムアウト isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><WebServerConnector><ServletContainer><Timeout>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

送受信タイムアウト wscadmin 

update-cluster-configサブコマ

ンドで指定。Webサーバと

IJServerクラスタが同じマシン

の場合はasadmin 

update-web-server-connector-c

onfigで指定。 

 

Servletコンテナへの

最大接続数 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの

<WebServer><WebServerConnector><ServletContainer><MaxProcessor

s>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの設定画面で指定 

Servletコンテナへの最大

接続数 

wscadmin 

update-cluster-configサブコマ

ンドで指定。Webサーバと

IJServerクラスタが同じマシン

の場合はasadmin 

update-web-server-connector-c

onfigで指定。 

 

故障監視方式 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><FaultMonitor><Mode>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの故障監視設定画面

で指定 

故障監視方式 wscadmin 

update-fault-monitor-configサ

ブコマンドで指定 

 

故障監視間隔 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><FaultMonitor><CheckInterval>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの故障監視設定画面

で指定 

故障監視間隔 wscadmin 

update-fault-monitor-configサ

ブコマンドで指定 

 

応答待ち時間 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><FaultMonitor><CheckRetryInterval>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの故障監視設定画面

で指定 

応答待ち時間 wscadmin 

update-fault-monitor-configサ

ブコマンドで指定 

 

故障時のリトライ回

数 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><FaultMonitor><CheckRetryCount>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの故障監視設定画面

で指定 

故障時のリトライ回数 wscadmin 

update-fault-monitor-configサ

ブコマンドで指定 

 

起動待ち時間 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><FaultMonitor><WaitTime>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタの故障監視設定画面

で指定 

起動待ち時間 wscadmin 

update-fault-monitor-configサ

ブコマンドで指定 

 

ログ出力ディレクト

リ 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><Directory>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

ログ出力ディレクトリ wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 
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定 

ログファイルのロー

ルオーバ 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><RolloverMode>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

ログファイルのロール

オーバ 

wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

ログファイルのロー

ルオーバの“ログサイ

ズ” 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><RolloverSize>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

ログファイルのロール

オーバの“ログサイズ” 

wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

ログファイルのロー

ルオーバの“開始時

刻” 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><RolloverTimeStart>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

ログファイルのロール

オーバの“開始時刻” 

wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

ログファイルのロー

ルオーバの“繰り返

し” 

isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><RolloverEverytime>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

ログファイルのロール

オーバの“繰り返し” 

wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

世代数 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><HistorySize>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

世代数 wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

デバッグ情報 isj2eeadminのserviceサブコマンドのWebサーバコネクタ定義ファイ

ルの<WebServer><Log><Debug>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのWebサーバコネクタのログ設定画面で指

定 

デバッグ情報 wscadmin update-log-configサ

ブコマンドで指定 

 

 

3.7 Servletコンテナ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ServletコンテナのIPア

ドレス 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><IPAddress>タグ

の値 

ネットワークアドレス asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.network-l

Java EE 6機能の場合、サーバで有効なすべてのIPアドレスを

使用する場合は、「0.0.0.0」を指定してください。 
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Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

isteners.network-listener.${netw

ork-listener-name}.address" 

タイムアウト isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Timeout>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

接続アップロードタイム

アウト 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.protocols

.protocol.${protocol-name}.http.

connection-upload-timeout-millis

t" 

[単位] 

  J2EE機能：秒 

  Java EE 6機能：ミリ秒 

Java EE 6機能の場合、Webコンテナは指定した値を使用して、

タイムアウトのチェックを2回行います。そのため、指定する

値は、運用環境において必要とする値を2回に分けた値で指定

する必要があります。例えば1分(60000ミリ秒)としたい場合

には、2回に分けた値、30秒(30000ミリ秒)と指定します。 

ポート番号 isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Ports>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

ポート番号 asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.network-l

isteners.network-listener.${netw

ork-listener-name}.portt" 

 

最大接続数 isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Connection><Ma

xConnection>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

最大接続数 asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.transport

s.transport.tcp.max-connections-

count" 

 

同時処理数（初期値） isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><ThreadConcurre

ncy><MinSpareThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

最小プールサイズ asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-name}.min-thread-

pool-size" 

 

同時処理数（最大値） isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><ThreadConcurre

ncy><MaxThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

最大プールサイズ asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-name}.max-thread-

pool-sizet" 
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同時処理数（待機中の最

大値） 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><ThreadConcurre

ncy><MaxSpareThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能の場合、V8.0互換モードのIJServer(Tomcat4.1

ベースのServletサービス)と同じく待機中（アイドル状態）

の処理スレッド数は最大値で指定した値と共通で使用されま

す。 

ファイルの一覧表示 isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Listings>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

ファイルの一覧表示 Interstage Web application 

deployment 

descriptor(glassfish-web.xml)

ファイルの

<glassfish-web-app><property>タ

グのlistingsプロパティ 

Java EE 6機能の場合は、ファイルの一覧表示のリンクに使用

するエンコーディングはUTF-8固定となります。 

機能差異の詳細は「2.9.1 Servletの機能差異について」を参

照してください。 

マッピングがなくても

サーブレットが動作す

る 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><InvokerServlet

Mapping>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － セキュリティ上の観点から、J2EE機能でも使用することを推

奨していない機能であり、Java EE 6機能では本機能に該当す

るものはありません。 

機能差異の詳細は「2.9.1 Servletの機能差異について」を参

照してください。 

カスタムタグプーリン

グの使用 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><EnablePooling>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

タグプーリングの使用 Interstage Web application 

deployment 

descriptor(glassfish-web.xml)

ファイルの

<glassfish-web-app><jsp-config><

property>タグのenablePoolingプロ

パティ 

 

リクエストURIのエン

コーディング 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><URIEncoding>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

リクエストURIの解析に使

用するエンコーディング 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.http-service.http-listen

er.${http-listener-id}.property.

uriEncoding" 

Java EE 6機能の場合、常にリクエストボディ処理のエンコー

ディングをクエリパラメタに使用します。 

クエリパラメタの解析には、「Interstage Web application 

deployment descriptor (sun-web.xml)」の

parameter-encoding (親タグ:sun-web-app)タグの属性

default-charsetに指定したエンコーディングがリクエスト

ボディ処理と共通で使用されます。 

リクエストボディ処理

のエンコーディングを

クエリパラメタに使用 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><UseBodyEncodin

gForURI>タグの値 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在しません。 
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Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

静的リソースにディス

パッチ時のエンコー

ディング 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><FileEncoding>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

静的リソースにディス

パッチ時のエンコーディ

ング 

Interstage Web application 

deployment 

descriptor(glassfish-web.xml)

ファイルの

<glassfish-web-app><property>タ

グのfileEncodingプロパティ 

 

JSPのリロード isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><JSPReload>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

JSPのリロード Interstage Web application 

deployment 

descriptor(glassfish-web.xml)

ファイルの

<glassfish-web-app><jsp-config><

property>タグのdevelopmentプロパ

ティ、またはcheckIntervalプロパ

ティ 

 

要求を受け付けるWeb

サーバのIPアドレス 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><AcceptedH

osts>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

要求を受け付けるIPアド

レス 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.http-service.virtual-ser

ver.${server-id}.property.allowR

emoteAddress" 

Java EE 6機能の場合、正規表現で指定します。 

Java EE 6機能の場合、デフォルトの動作は要求を受け付ける

WebサーバのIPアドレスが指定されていない状態となり、Web

コンテナはすべてのWebサーバからのリクエストを受け付け

ます。機能差異の詳細は「2.9.1 Servletの機能差異について」

を参照してください。 

Webサーバ／Webサーバ

のバーチャルホスト 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><VirtualHo

st>タグ、または

<IJServer><Web><Www><WebServer

>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

Webサーバ／Webサーバの

バーチャルホスト 

asadminのcreate-web-server-refサ

ブコマンド、

create-virtual-host-refサブコマ

ンド 

 

送受信タイムアウト isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><Timeout>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

送受信タイムアウト asadminの

update-web-server-connector-conf

igサブコマンドの

--sendreceivetimeoutオプションの

値 

 



40 

 

 

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

Servletコンテナへの最

大接続数 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><AllowedMa

xConnections>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

Webコンテナへの最大接続

数 

asadminの

update-web-server-connector-conf

igサブコマンドの--maxprocessors

オプションの値 

 

コネクタとServletコン

テナ間のSSLの使用 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><SSLMode>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

HTTPリスナーのセキュリ

ティ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.protocols

.protocol.${protocol-name}.secur

ity-enabled" 

以下の条件に該当する場合、J2EE機能とJava EE 6機能で動作

の違いがあります。 

条件 

WebブラウザとWebサーバ間をSSLで通信しない場合、かつ 

WebサーバコネクタとWebコンテナ間をSSLで通信する場合 

コネクタとServletコン

テナ間のSSL定義 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><SSLConfNa

me>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

SSL asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.protocols

.protocol.${protocol-name}.ssl.s

sl3-enabled/ssl3-tls-ciphers/tls

-enabled" 

 

接続先コネクタの制限 isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><ClientAut

horization>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

－ － Java EE 6機能、およびInterstage V9以降のJ2EE機能の場合、

本定義に相当する項目はありませんが、Webサーバコネクタ、

およびWebコンテナの証明書の登録を適切に行うことで同様

な制限を行うことが可能です。 

コネクタとServletコン

テナ間のKeepAlive 

isj2eeadminのijserverサブコマ

ンドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Web><Www><AllowKeep

Alive>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットの設定画

面で指定 

1回のコネクションで処理

可能なリクエスト数 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.network-config.protocols

.protocol.${protocol-name}.http.

max-connections" 

Java EE 6機能の場合、コネクタとWebコンテナ間で1回のコネ

クションで処理可能なリクエスト数を指定してください。 

なおデフォルト値は"0"でキープアライブは"無効"に設定さ

れています。 
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3.8 EJBコンテナ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

IIOP通信のSSL使用 isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><SSL>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IIOP通信のSSL使用

" 

－ － Java EE 6では使用できません。 

IIOP呼出しの同時処理

数（最小） 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><ThreadConcurre

ncy><MinSpareThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IIOP呼出しの同時

処理数"の最小 

スレッドプールの最小

プールサイズ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-id}.min-thread-po

ol-size" 

 

IIOP呼出しの同時処理

数（最大） 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><ThreadConcurre

ncy><MaxThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IIOP呼出しの同時

処理数"の最大 

スレッドプールの最大

プールサイズ 

－  

Message-driven Beanの

同時処理数（最小） 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><MDBThread><Min

SpareThreads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"Message-driven 

Beanの同時処理数 

"の最小 

スレッドプールの最小

プールサイズ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-id}.min-thread-po

ol-size" 

 

Message-driven Beanの

同時処理数（最大） 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><MDBThread><Max

スレッドプールの最大

プールサイズ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf
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Threads>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"Message-driven 

Beanの同時処理数 

"の最大 

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-id}.max-thread-po

ol-size" 

Message-driven Beanの

同時処理数（アイドルタ

イムアウト） 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><MDBThread><Idl

eTimeout>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"Message-driven 

Beanの同時処理数 

"のアイドルタイムアウト 

スレッドプールのアイド

ルタイムアウト 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.thread-pools.thread-pool

.${thread-pool-name}.idle-thread

-timeout-seconds" 

 

分散トランザクション

を使用する 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><Common><Distri

butedTransaction>タグの値、また

は

<IJServer><Common><Distributed

Transaction>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"分散トランザク

ションを使用する" 

－(定義不要です) － 詳細は、「2.20 トランザクション」を参照してください。 

IPCOMのメソッド負荷分

散のする/しない 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><TrafficDirecto

r><LoadDistribution>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IPCOMのメソッド負

荷分散"のチェックボックス 

－ － IPCOM連携はサポートしていません。 

IPCOMのメソッド負荷分

散の仮想ホスト名 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><TrafficDirecto

r><HostName>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

－ － IPCOM連携はサポートしていません。 
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IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IPCOMのメソッド負

荷分散"の仮想ホスト名 

IPCOMのメソッド負荷分

散の代表ポート 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><TrafficDirecto

r><RepresentationPort>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IPCOMのメソッド負

荷分散"の代表ポート 

－ － IPCOM連携はサポートしていません。 

IPCOMによるワークユ

ニットの稼動状態監視 

isj2eeadminコマンドで指定する

IJServer定義ファイルの

<IJServer><Ejb><TrafficDirecto

r><Monitor>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServer：環境設定におけるEJBコ

ンテナ設定の"IPCOMによるワーク

ユニットの稼動状態監視" 

－ － IPCOM連携はサポートしていません。 

EJBタイマーサービス   EJBタイマーサービス asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"${clusterName_instanceName_conf

igName}.ejb-container.ejb-timer-

service"の各種設定 

J2EE機能の場合、タイマーを作成したIJServerプロセスが停

止した場合（メモリ不足などにより強制停止した場合を含む）

には、タイマーも停止します。 

Java EE 6機能の場合、タイマーを作成するとEJBコンテナ定

義項目のEJBタイマーサービスで指定したタイマーデータ

ソースが対象とするデータベースに、タイマーの情報を永続

化します。このため、タイマーを作成したサーバーインスタ

ンスが停止した場合においても再起動されると、タイマーが

自動的に回復します。永続化のためのデータベースが必要で

あるため、使用するデータベースを用意してください。 

 

3.9 DBコネクション設定 

 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

データソース名 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Nam

JNDI 名 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-resource.${jndi-name}.jnd

i-name 

 



44 

 

 

e>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"データ

ソース名" 

${clusterName_instanceName}.resources.jdb

c-resource.${jndi-name}.jndi-name" 

トランザクションアイ

ソレーションレベル 

isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Iso

lationLevel>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"トラン

ザクションアイソレーションレベル" 

トランザクション遮断 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.transaction-isolation-level" 

 

事前コネクト数 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Pre

viousConnectionCount>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"事前コ

ネクト数" 

初期および最小プールサ

イズ 

asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.steady-pool-size" 

 

最大コネクション数 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Max

ConnectionCount>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"最大コ

ネクション数" 

最大プールサイズ asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.max-pool-size" 

 

コネクションタイムア

ウト 

isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Con

nectionTimeout>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"コネク

ションタイムアウト" 

最大待ち時間 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.max-wait-time-in-millis" 

 

アイドルタイムアウト isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Idl

eTimeout>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"アイド

アイドルタイムアウト asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.idle-timeout-in-seconds" 
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ルタイムアウト" 

通信待ち時間 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Sql

WaitTimeout>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"通信待

ち時間" 

文のタイムアウト asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.statement-timeout-in-seconds" 

 

Statementキャッシュサ

イズ 

isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Sta

tementCacheSize>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の

"Statementキャッシュサイズ" 

－(追加プロパティで指

定) 

－ Java EE 6機能の場合にはJDBCドライバ側

のプロパティ（Symfowareの場合の

SYMOptionのstatementcacheオプション、

またはOracleの場合のMaxStatementsオプ

ションなど）でチューニングしてくださ

い。 

Statement自動クローズ isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Aut

oCloseStatement>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の

"Statement自動クローズ 

－(追加プロパティで指

定) 

－ Java EE 6機能の場合にはJDBCドライバ側

のプロパティ（Symfowareの場合の

SYMOptionのautoclosestatementオプショ

ンなど）でチューニングしてください。 

異常時の再接続 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Abn

ormalReconnection>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"異常時

の再接続" 

接続検証 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.is-connection-validation-required" 

 

インターバル時間 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Int

ervalTime>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"イン

ターバル時間 " 

再試行間隔 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na

me}.connection-creation-retry-interval-in

-seconds" 

 

リトライ回数 isj2eeadminコマンドで指定するIJServer定

義ファイルの

<IJServer><Datasources><Datasource><Ret

作成再試行回数 asadminコマンドで操作できる定義項目の

"resources.jdbc-connection-pool.${pool-na
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ryCount>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのIJServer：環境

設定におけるDBコネクション設定の"リトラ

イ回数 " 

me}.connection-creation-retry-attempts" 

 

3.10 Webアプリケーション 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

モジュール名 Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

アプリケーション名 asadminのdeployサブコマンドの--name

オプションで指定 

J2EEとJava EEとで使用できる文字が違います。詳細はそれぞ

れ以下を参照してください。 

・J2EE 

 「Interstage管理コンソール」－「ヘルプ」－「配備」 

・Java EE 

 「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EE 6の概要」

－「注意事項」－「配備時の注意事項」－「アプリケーショ

ンのファイル名の注意事項」 

Webアプリケーション

名 

ijsdeploymentコマンドの-cオプ

ションで指定 

 

Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><context-root>タグの値 

コンテキストルート asadminのdeployサブコマンドの

--contextrootオプションで指定 

 

コンテキストの共有 配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><shared-context>タグの値 

コンテキストの共有 Interstage Web application deployment 

descriptor (glassfish-web.xml)ファイ

ルの<glassfish-web-app><property>タ

グのcrossContextAllowedプロパティ 

 

クッキーに設定する 

/しない 

Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><session><cookie>タグの値 

クッキーに設定する /し

ない 

Interstage Web application deployment 

descriptor (glassfish-web.xml)ファイ

ルの

<glassfish-web-app><session-config><

session-properties><property>タグの

enableCookiesプロパティ 

 

Webブラウザでセショ

ンを保存する 

Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

Webブラウザでセッショ

ンを保存する有効期限 

Interstage Web application deployment 

descriptor (glassfish-web.xml)ファイ

ルの

Java EE 6機能の場合、Webブラウザ上でセッションを保存す

る際の有効期限を秒単位で設定します。 

機能差異の詳細は「2.9.1 Servletの機能差異について」を参
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配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><session><web-browser>タ

グの値 

<glassfish-web-app><session-config><

cookie-properties><property>タグの

cookieMaxAgeSecondsプロパティ 

照してください。 

クッキーにSecure属

性を常に付加する 

Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><session><cookie-security

>タグの値 

クッキーにSecure属性を

常に付加する 

Interstage Web application deployment 

descriptor (glassfish-web.xml)ファイ

ルの

<glassfish-web-app><session-config><

cookie-properties><property>タグの

cookieSecureプロパティ 

 

エンコーディング Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><encoding>タグの値 

エンコーディング Interstage Web application deployment 

descriptor (glassfish-web.xml)ファイ

ルの

<glassfish-web-app><parameter-encodi

ng>タグ 

 

認証 Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

 

配備モジュールの格納するWebモ

ジュール定義ファイルの

<war><authentication 

><web-server>タグの値 

－ － Java EE 6機能の場合、常にWebサーバの認証情報を使用しま

す。 

Webサーバで認証済みで、かつWebアプリケーションで認証の

設定がある場合は、Webサーバで認証したユーザID/パスワー

ドを使用してWebアプリケーション側で再度認証されます。

Webサーバで認証を行っていない場合は、Webアプリケーショ

ンで設定した認証が行われます。 

WebサーバとWebアプリケーション両方で認証の設定を行う場

合には、どちらもBASIC認証としてください。BASIC認証以外

を使用する場合には、WebサーバかWebアプリケーションどち

らかのみで認証の設定を行ってください。 

 

3.11 EJBアプリケーション 

■J2EE固有定義 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

モジュール名 Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

アプリケーション名 asadminのdeployサブコマンドの

--nameオプションで指定 

J2EEとJava EEとで使用できる文字が違います。詳細はそれぞ

れ以下を参照してください。 

・J2EE 

 「Interstage管理コンソール」－「ヘルプ」－「配備」 

・Java EE 6 

 「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EE 6の概要」
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－「注意事項」－「配備時の注意事項」－「アプリケーショ

ンのファイル名の注意事項」 

EJBアプリケーション名 Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

JNDIに登録するEJBアプリ

ケーション名 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<sun-ejb-jar><enterprise-beans><

ejb><jndi-name>タグの値 

ネーミングサービスに登録する名前です。Enterprise 

JavaBeansを呼び出す呼出し元は、この定義に指定した名前を

指定してJNDIのlookupメソッドを実行することになります。 

SOAP Interstage管理コンソールの配備

画面で指定 

－ － Enterprise JavaBeansごとにEJBアプリケーションを呼び出す

CORBA/SOAPサーバゲートウェイファイル出力を行うかどうか

を指定します。 

Java EE 6機能では、本定義に相当する定義は存在しません。

EJB2.1規約より、Enterprise JavaBeansをWeb Serviceとして

公開する規約が追加になりました。このため、EJB2.1規約よ

り提供されているEnterprise JavaBeansをWeb Serviceとして

公開する機能を利用してください。 

Enterprise Bean 名 Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Enterprise 

Bean 名" 

 

ejb-jar.xmlファイルの

<ejb-name>の値が自動的に反映さ

れます。 

Enterprise Bean 名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><ejb-name>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<ejb-name>の値です。 

Java EE 6機能で、sun-ejb-jar.xmlファイルに定義を記載す

る場合、どのEnterprise JavaBeanに対応した定義であるかを

指定するため、ejb-jar.xmlファイルの<ejb-name>の値を指定

します。 

トランザクション管理

種別 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><session><transaction-typ

e>タグの値 

 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><message-driven><transact

ion-type>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"トランザク

ション管理種別" 

 

※編集できません。ejb-jar.xml

ファイルの<transaction-type>の

値が自動的に反映されます。 

トランザクション種別 EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<transaction-type>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<transaction-type>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 
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環境プロパティ ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><session><env-entry>タグ

の値 

 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><entity><env-entry>タグの

値 

 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><message-driven><env-entr

y>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"環境プロパ

ティ" 

 

※編集できません。ejb-jar.xml

ファイルの<env-entry>の値が自

動的に反映されます。 

環境プロパティ EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<env-entry>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<env-entry>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

セキュリティアイデン

ティティ 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><session><security-identi

ty>タグの値 

 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><entity><security-identit

y>タグの値 

 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><message-driven><security

-identity>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

セキュリティアイデン

ティティ 

EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<security-identity>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<security-identity>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 
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アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"セキュリティ

アイデンティティ" 

 

※編集できません。ejb-jar.xml

ファイルの<security-identity>

の値が自動的に反映されます。 

CMPバージョン ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><entity><cmp-version>タグ

の値 

CMPバージョン EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<cmp-version>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<cmp-version>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

抽象スキーマ名 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><entity><abstract-schema-

name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"抽象スキーマ

名" 

抽象スキーマ名 EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<abstract-schema-name>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<abstract-schema-name>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

メッセージセレクタ ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><message-driven><message-

selector>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"メッセージセ

レクタ" 

メッセージセレクタ EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<message-selector>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<message-selector>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

Destinationタイプ/サ

ブスクライバの永続性 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><enterprise-b

eans><message-driven><message-

driven-destination>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Destinationタ

イプ/サブスクライバの永続性" 

Destinationタイプ/サブ

スクライバの永続性 

EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<message-driven-destination>タ

グの値 

ejb-jar.xmlファイルの<message-driven-destination>の値

です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

メソッドパーミッショ

ン 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

メソッドパーミッション EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

ejb-jar.xmlファイルの<method-permission>の値です。 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい
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<ejbdef><ejb-jar><assembly-des

criptor><method-permission>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"メソッドパー

ミッション 

の<method-permission>タグの値 場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

トランザクション属性 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><ejb-jar><assembly-des

criptor><container-transaction

><trans-attribute>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"トランザク

ション属性" 

トランザクション属性 EJB application deployment 

descriptor (ejb-jar.xml)ファイル

の<trans-attribute>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルの<trans-attribute>の値です。 

Java EE 6機能では、Entity Beanを使用する場合に以下のト

ランザクション属性を指定すると配備時にエラーとなりま

す。代替できる他のトランザクション属性に変更してくださ

い。 

・NotSupported 

・Supports 

・Never 

Java EE 6機能では、ejb-jar.xmlファイルの値を変更したい

場合には、ejb-jar.xmlファイルの値を直接編集して再配備し

ます。 

トランザクションタイ

ムアウト値 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><base><tran-timeout>タグの

値 

－ － Java EE 6機能ではトランザクションタイムアウトは、

IJServerクラスタ単位にトランザクションサービスの定義項

目に対して設定します。 

分散トランザクション ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><base><tran-kind>タグの値 

－ － Java EE 6機能では分散トランザクションを利用するかどうか

については、XAResourceを利用したか/トランザクションを開

始した状態でIIOP通信したかによって自動的に制御します。

このため、分散トランザクションを利用するかどうかについ

ての設定はありません。 

標準出力、標準エラー出

力取得モード 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><redirect><redirect-mode>タ

グの値 

－ － Java EE 6機能では標準出力、標準エラー出力の情報はサー

バーログに出力されます。 

標準出力、標準エラー出

力ファイル 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><redirect><redirect-path>タ

グの値 

－ － Java EE 6機能では標準出力、標準エラー出力の情報はサー

バーログに出力されます。 

ローカル呼出しを使用 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><base><local-mode>タグの値 

 

－ － 同一プロセス内のアプリケーションからだけ呼び出される

EJBアプリケーションの場合、本設定を有効にすることにより

性能よく呼び出すことができます。 

Java EE 6機能では本定義に相当する定義は存在しません。同

一の配備モジュール内のEJBアプリケーションを呼び出した
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Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"ローカル呼出

し" 

場合には、自動的にネットワークを跨らずに最適な呼出しで

動作します。 

J2EEでは、同一プロセス内のEJBアプリケーションの呼出しに

おいて、ローカル呼出しが可能です。Java EE 6では、同一プ

ロセス内のEJBアプリケーションの呼出しであっても、異なる

配備モジュールのEJBアプリケーションへの呼出しは、ネット

ワークを跨った呼出しで動作します。 

無通信監視時間 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><session-eb><session-idle-t

imeout>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"無通信監視時

間" 

キャッシュアイドルタイ

ムアウト/Beanインスタン

スがキャッシュにいられ

る最大時間 

asadminコマンドまたはInterstage 

Java EE管理コンソールで設定する

EJBコンテナの定義項目 

Stateful Session Beanのインスタンスがアクセスされずに残

存していた場合、自動的に削除する機能です。 

Java EE 6機能では残存したインスタンスはキャッシュアイド

ルタイムアウトによりファイルに退避され、ファイルに退避

されたインスタンスは削除タイムアウトにより削除されま

す。 

キャッシュアイドルタイムアウトと削除タイムアウトは

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

キャッシュアイドルタイ

ムアウト 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-cache><cache-idl

e-timeout-in-seconds>タグの値 

 

削除タイムアウト/無通信

タイムアウト時間 

asadminコマンドまたはInterstage 

Java EE管理コンソールで設定する

EJBコンテナの定義項目 

 

削除タイムアウト Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-cache><removal-t

imeout-in-seconds>タグの値 

 

セションタイムアウト

値 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><session-eb><session-timeou

t>タグの値 

－ － Java EE 6機能ではキャッシュアイドルタイムアウト/削除タ

イムアウトを使用してください。 

Stateful bean同時接続

数 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><session-eb><max-ejbobject>

タグの値 

キャッシュの最大値/最大

キャッシュサイズ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の 

${clusterName_instanceName_confi

gName}.ejb-container.max-cache-s

Stateful Session Beanで同時に生成できるセションの最大数

です。 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ
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Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Stateful bean 

同時接続数" 

ize のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

  最大キャッシュサイズ Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-cache><max-cache

-size>タグの値 

 

Stateless beanの起動時

インスタンス生成

/Stateless Beanの初期

起動インスタンス数 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><session-eb><initial-statel

ess-instance-count>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Stateless bean

の起動時インスタンス生成" 

Beanインスタンスの最小

数/初期および最小プール

サイズ 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の 

${clusterName_instanceName_confi

gName}.ejb-container.steady-pool

-size 

 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-pool><steady-poo

l-size>タグの値 

Stateless Session Beanのインスタンスを初期状態で作成す

る数です。 

J2EE機能とJava EE 6機能で作成されるタイミングが以下のよ

うに異なります。 

J2EE機能の場合：IJServer起動時 

Java EE 6機能の場合：初回アクセス時 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

Entity BeanのEJB 

objectタイムアウト値 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><entity-eb><entity-timeout>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"EJB objectタイ

ムアウト値" 

Beanインスタンスが

キャッシュにいられる最

大時間/キャッシュアイド

ルタイムアウト 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の 

${clusterName_instanceName_confi

gName}.ejb-container.max-cache-s

ize 

 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-cache><max-cache

-size>タグの値 

IIOP通信によりプロセス外からEntity Beanを呼び出した場合

にEJB objectを削除するまでのタイムアウトです。プロセス

内から呼び出した場合には、呼出し元でEntity Beanの参照が

なくなればGCにより自動的に解放されます。 

Java EE 6機能の場合、Entity Beanの呼出し方法に関わらず、

トランザクションが完了した時点でEJB objectはキャッシュ

され、キャッシュアイドルタイムアウトにより破棄されます。 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

Entity Beanのインスタ

ンス管理モード 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><entity-eb><entity-instance

-type>タグの値 

 

－ － Entity Beanのインスタンス管理モードを指定します。Java EE 

6機能では本定義に相当する定義は存在しません。 
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Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"インスタンス

管理モード" 

Entity Beanのインスタ

ンス数 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><entity-eb><entity-instance

-size>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"インスタンス

数" 

最大プールサイズ/インス

タンスの最大数 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の 

${clusterName_instanceName_confi

gName}.ejb-container.max-pool-si

ze 

 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-pool><max-pool-s

ize>タグの値 

Entity Beanのインスタンス数の最大値を指定します。 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

Entity Beanのインスタ

ンス生成モード 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><entity-eb><entity-instance

-create-type>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"インスタンス

生成オプション" 

－ － Entity Beanのインスタンスを生成するタイミングを指定しま

す。 

Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在しません。

初回アクセス時にプールに"初期および最小プールサイズ"に

指定された数分のインスタンスが生成されます。 

CMP1.1の複数レコード

の一括更新 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><entity-eb><entity-batch-op

erations>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"CMP1.1の複数

レコードの一括更新 

－ － CMP1.1のEntity Beanを使用している場合、複数レコードの一

括更新をするか、しないかを選択します。 

Java EE 6機能の場合、本定義に相当する定義は存在しません。

一括更新処理可能な場合には、自動的に一括更新します。 

受信対象種別 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><message

-type>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

リソースアダプタ名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><mdb-resource-adapter>

<resource-adapter-mid>タグの値 

メッセージ受信対象の種別として"JMS"または

"resourceadapter"を選択します。 

Java EE 6機能の場合、<resource-adapter-mid>タグにリソー

スアダプタ名を指定します。JMSを利用する場合には、このタ

グに"jmsra"と指定するか、<mdb-resource-adapter>タグを省

略します。 
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アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"受信対象種別" 

サブスクライバの識別

名 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><su

bscription-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"サブスクライ

バの識別名" 

サブスクライバの識別名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><jms-durable-subscript

ion-name>タグの値 

EJBアプリケーション情報のDestinationタイプ/サブスクラ

イバの永続性で“Durable”を指定した場合にJMSが保持する

一意なIDとしてサブスクライバの識別子名を指定します。 

JMSコネクションファク

トリ名 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><co

nnection-factory-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"JMSコネクショ

ンファクトリ名" 

Message-driven Beanに関

連付ける

ConnectionFactory名 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><mdb-connection-factor

y><jndi-name>タグの値 

JMSからメッセージを受信するMessage-driven Beanに関連付

けるJMSコネクションファクトリ名です。 

初期起動インスタンス

数 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><be

an-pool-size>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"初期起動イン

スタンス 

Beanインスタンスの最小

数/初期および最小プール

サイズ 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-pool><steady-poo

l-size>タグの値 

Message-driven Beanのインスタンスを初期状態で作成する数

です。 

J2EE機能とJava EE 6機能で作成されるタイミングが以下のよ

うに異なります。 

J2EE機能の場合：IJServer起動時 

Java EE 6機能の場合：初回アクセス時 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

Destination名 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><de

stination-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Destination名

" 

使用するDestination名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><jndi-name>タグの値 

Message-driven Beanが受信対象とするJMSのDestinaion名を

設定します。 

リトライカウント ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

異常時のメッセージ退避 － 異常が発生したメッセージを退避する機能用の設定です。 

Java EE 6機能を使用する場合には、JMSが提供する異常時メッ
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<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><re

try-count>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"リトライカウ

ント" 

セージ退避機能を使用してください。詳細は、「Java EE運用

ガイド(Java EE 6編))」の「高信頼機能」を参照してくださ

い。 

異常時ループ対処用JMS

コネクションファクト

リ名 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><ba

ckup-connection-factory-name>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"JMSコネクショ

ンファクトリ名" 

異常時のメッセージ退避 － 異常が発生したメッセージを退避する機能用の設定です。 

Java EE 6機能を使用する場合には、JMSが提供する異常時メッ

セージ退避機能を使用してください。詳細は、「Java EE運用

ガイド(Java EE 6編))」の「高信頼機能」を参照してくださ

い。 

異常時ループ対処用

Destination名 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><jms><ba

ckup-destination-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"Destination名

" 

異常時のメッセージ退避 － 異常が発生したメッセージを退避する機能用の設定です。 

Java EE 6機能を使用する場合には、JMSが提供する異常時メッ

セージ退避機能を使用してください。詳細は、「Java EE運用

ガイド(Java EE 6編))」の「高信頼機能」を参照してくださ

い。 

リソースアダプタ名 ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><resourc

eadapter><resourceadapter-name

>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"リソースアダ

プタ名" 

リソースアダプタ名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><mdb-resource-adapter>

<resource-adapter-mid>タグの値 

メッセージ受信対象の種別として"JMS"または

"resourceadapter"を選択します。 

Java EE 6機能の場合、<resource-adapter-mid>タグにリソー

スアダプタ名を指定します。JMSを利用する場合には、このタ

グに"jmsra"と指定するか、<mdb-resource-adapter>タグを省

略します。 

初期起動インスタンス

数 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><message-driven-eb><resourc

Beanインスタンスの最小

数/初期および最小プール

サイズ 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

Message-driven Beanのインスタンスを初期状態で作成する数

です。 

J2EE機能とJava EE 6機能で作成されるタイミングが以下のよ

うに異なります。 
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eadapter><bean-pool-size>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"初期起動イン

スタンス数" 

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><bean-pool><steady-poo

l-size>タグの値 

J2EE機能の場合：IJServer起動時 

Java EE 6機能の場合：初回アクセス時 

Interstage EJB application deployent descriptorファイル

にBean単位に指定することもできますが、IJServerクラスタ

のEJBコンテナ単位に定義することもできます。 

セキュリティロール名

に対するユーザID 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><runas-entry><userid>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"セキュリティ

ロール名に対するユーザID" 

セキュリティロールに対

応するユーザ名 

Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(glassfish-ejb-jar.xml)ファイル

の

<glassfish-ejb-jar><enterprise-b

eans><ejb><principal>タグの値 

ejb-jar.xmlファイルのrun-asタグを指定した場合、指定した

セキュリティロールに対するユーザID/principal名を指定し

ます。 

セキュリティロール名

に対するパスワード 

ejbdefimportコマンドで指定する

Enterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definiti

on><runas-entry><password 

>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

Interstage管理コンソールのEJB

アプリケーション：アプリケー

ション環境定義の"セキュリティ

ロール名に対するパスワード" 

－ － ejb-jar.xmlファイルのrun-asタグを指定した場合、指定した

セキュリティロールに対するパスワードを指定します。 

Java EE 6機能では本定義に相当する定義は存在しません。

principal名のみ定義してください。 

 

■J2EE固有CMP定義（CMP1.x） 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

データソース名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><datasour

ce-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"データソース名" 

JDBCリソース名のJNDI名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(sun-ejb-jar.xml)ファイル

の

<sun-ejb-jar><enterprise-

beans><cmp-resource><jndi

-name>タグの値 

 

スキーマ名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><schema-n

ame>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

－ － Java EE 6機能の場合、

本定義に相当する定義

は存在しません。 
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定義の"スキーマ名" 

テーブル名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><table-na

me>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"テーブル名" 

テーブル名 Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)

ファイルの

<sun-cmp-mappings><sun-cm

p-mapping><entity-mapping

><table-name>タグの値 

 

findByPrimaryKeyメ

ソッドにFOR UPDATE句を

付加 

ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><select-f

or-update>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"findByPrimaryKeyメソッドにFOR UPDATE句を付加" 

検索時のロック Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)

ファイルの

<sun-cmp-mappings><sun-cm

p-mapping><entity-mapping

><consistency><lock-when-

loaded>タグの値 

 

CMPデータのstream転送 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><stream-d

ata>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"CMPデータのstream転送" 

－ － Java EE 6機能の場合、

stream転送が必要な場

合に自動的に有効にな

ります。このため、設定

項目はありません。 

DBカラム名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><field-ma

p><dbcolumn-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"DBカラム名" 

カラム名 Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)

ファイルの

<sun-cmp-mappings><sun-cm

p-mapping><entity-mapping

><cmp-field-mapping><colu

mn-name>タグの値 

 

検索条件 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp-definition><finder-m

ap><finder-map-entry><finder-query-string>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境

定義の"検索条件" 

クエリ Interstage EJB application 

deployment descriptor 

(sun-ejb-jar.xml)ファイル

の

<sun-ejb-jar><enterprise-

beans><ejb><cmp><one-one-

finders><finder>タグの値 

 

 

■J2EE固有CMP定義（CMP2.x） 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

データソース名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

JDBCリソース名のJNDI名 Interstage EJB application 

deployment descriptor 
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datasource-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"データソース名" 

(sun-ejb-jar.xml)ファイルの

<sun-ejb-jar><enterprise-be

ans><cmp-resource><jndi-nam

e>タグの値 

スキーマ名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><schema-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"スキーマ名" 

－ － Java EE 6機能の場合、

本定義に相当する定

義は存在しません。 

テーブル名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><table-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"テーブル名" 

テーブル名 Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)ファ

イルの

<sun-cmp-mappings><sun-cmp-

mapping><entity-mapping><ta

ble-name>タグの値 

 

複数件検索の高速化 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><optimize-finders>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"複数件検索の高速化" 

－ － Java EE 6機能の場合、

自動的に性能よく動

作します。このため、

設定項目はありませ

ん。 

同時更新データの一

貫性保証 

ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><concurrency-mode>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"同時更新データの一貫性保証" 

検索時のロック Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)ファ

イルの

<sun-cmp-mappings><sun-cmp-

mapping><entity-mapping><co

nsistency><lock-when-loaded

>タグの値 

 

CMPデータのstream転

送 

ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><stream-data>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"CMPデータのstream転送" 

－ － Java EE 6機能の場合、

stream転送が必要な

場合に自動的に有効

になります。このた

め、設定項目はありま

せん。 

DBカラム名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

ejb><field-map2x><field-map-entry2x><dbcolumn-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"DBカラム名" 

カラム名 Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)ファ

イルの

<sun-cmp-mappings><sun-cmp-

mapping><entity-mapping><cm

p-field-mapping><column-nam
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e>タグの値 

スキーマ名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

join-object><schema-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"スキーマ名" 

－ － Java EE 6機能の場合、

本定義に相当する定

義は存在しません。 

テーブル名 ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

join-object><table-name>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"テーブル名" 

column-pair Interstage CMP Mappings 

deployment descriptor 

(sun-cmp-mappings.xml)ファ

イルの

<sun-cmp-mappings><sun-cmp-

mapping><entity-mapping><cm

r-field-mapping><column-pai

r>タグの値 

 

relationshipのgetア

クセッサの高速化/複

数件検索高速化 

ejbdefimportコマンドで指定するEnterprise Bean定義ファイルの

<ejbdef><fujitsu-bean-definition><fujitsu-cmp2x-mapping-definition><

join-object><optimize-relationships>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのEJBアプリケーション：アプリケーション環境定

義の"複数件検索高速化 

－ － Java EE 6機能の場合、

自動的に性能よく動

作します。このため、

設定項目はありませ

ん。 

 

3.12 ORB_IIOP 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ポート番号 Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 > ポート

番号 

リスナーポート asadmin create-system-properties --target <サー

バーインスタンス名> 

IIOP_LISTENER_PORT=<ポート番号> 

asadminコマンドで操作できる定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.iiop-serv

ice.iiop-listener.${iiop-listener-id}.port 

J2EE機能では、CORBAサービスが使

用する共通のポート番号を指定し

ます。 

Java EE 6機能では、クラスタがIIOP

接続に使用するポート番号を指定

します。ただし、複数のインスタン

スが存在する場合は、ポート番号は

インスタンスごとに異なっている

必要があります。 

クライアントからの

最大接続数 

Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

総接続数 asadminコマンドで操作できる定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.iiop-serv

ice.orb.max-connections 

クライアントからの最大接続数を

指定します。 

クライアントからの

最大リクエスト数 

Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

スレッドプール asadminコマンドで操作できる定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.thread-po

J2EE機能では、CORBAサービスが受

付可能なリクエストの最大数を指
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ols.thread-pool.${thread-pool-name}.max-thread-p

ool-size 

定します。 

Java EE 6機能の最大スレッド数は、

上記とは意味が異なりますが、処理

可能なリクエスト数を決定するパ

ラメタとなります。 

クライアントタイム

アウト時間 

Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

サーバメソッド復帰時間 Java VMオプションに設定します。 

（アプリケーションクライアントコンテナの場合は、

VMARGS環境変数に以下を設定します。） 

-Dcom.sun.corba.ee.transport.ORBWaitForResponseT

imeout=設定値 

リクエスト送信から返信までの待

機時間を指定します。 

IPバージョン Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

なし － 運用するIPバージョンを指定しま

す。 

Java EE 6ではIPv6/IPv4デュアルス

タック環境でサポートしています。

ただし、IPバージョンの設定はあり

ません 

サーバ側無通信監視

時間 

Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

なし － Java EE 6機能では、無通信監視時

間はサポートしていません。 

クライアント側無通

信監視時間 

Interstage管理コンソールのシステム > 環

境設定 > CORBAサービス詳細設定 

－ － Java EE 6機能では、無通信監視時

間はサポートしていません。 

NamingServiceのリ

モート参照の獲得 

アプリケーションにおいて、以下の方法で獲

得します。 

1. ローカル環境から獲得 

ORB#resolve_initial_references(String 

id)に"NameService"を指定します。メソッド

はネーミングサービスのリモート参照を返

却します。 

2. ファイル指定の外部サーバから獲得 

inithost(Windows)/initial_hosts(Solaris

/Linux)ファイルに、ホスト名,ポート番号が

記載（複数可）されている場合、(1)のメソッ

ドは記述されたサーバに順次問い合わせを

行います。 

3. メソッドで指定したサーバから獲得 

ORB#resolve_initial_references_remote(S

tring id, String[] m) のidに"NameService"

を指定します。 

mには、"iiop://<address>[:<port>]" の形

式でホスト名を指定します（複数可）。メソッ

ドはネーミングサービスのリモート参照を

返却します。 

4. ORBInitRefオプションにINS形式で指定 

アプリケーションのオプションとして

-ORBInitRefに以下の例のようにINS形式の

－ － Java EE 6機能ではCORBAランタイム

は公開していません。 
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文字列を指定します。 

(例) -ORBInitRef NameService=corbaloc::<

ホスト名>:<ポート番号>/NameService 

アプリケーションでは、受け取った

"-ORBInitRef","NameService=..."の文字列

をORB#init(String[] argv, 

java.util.Properties props)のargvに設定

します。この結果(1)のメソッドは、ネーミ

ングサービスのリモート参照を返却します。 

5. INS形式の文字列から、リモート参照を生

成 

ORB#string_to_object(String s)のsに以下

の例のようにINS形式の文字列を指定しま

す。 

(例) "corbaloc::<ホスト名>:<ポート番号

>/NameService" 

メソッドはネーミングサービスのリモート

参照を返却します。 

ORBベンダークラス名 [プロパティ名] 

org.omg.CORBA.ORBClass 

[値] 

com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.ORB 

 

[プロパティ名] 

org.omg.CORBA.ORBSingletonClass 

[値] 

com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.Single

tonORB 

ORBベンダークラス名 － Java EE 6機能ではCORBAランタイム

は公開していません。 

CORBAランタイム プレインストール型Javaライブラリの場合 

 

<Interstageインストールフォルダ

>\ODWIN\ETC\CLASS\ODjava4.jar 

/opt/FSUNod/etc/class/ODjava4.jar 

/opt/FJSVod/etc/class/ODjava4.jar 

CORBAランタイム － Java EE 6機能ではCORBAランタイム

は公開していません。 

コード変換機能 自動的にコード系をUNICODEと判断します。 コード変換機能 自動的にコード系をUNICODEと判断します。 Java EE 6機能ではCORBAランタイム

は公開していません。 

 

3.13 クライアント 

■JNDIサービスプロバイダの環境設定 
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J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

JNDI環境プロパティ 以下のいずれかの方法で指定します。 

1. FJjndi.propertiesファイル 

FJjndi.propertiesファイルは、以下に配置

します。 

 

C:\Interstage\J2EE\etc 

/etc/opt/FJSVj2ee/etc 

2. 

javax.naming.InitialContext(Hashtable 

environment)引数 

3. アプリケーション起動時のコマンドラ

インでの引数(-D) 

－ － アプリケーションからJNDI 

SPへアクセスするために

(new 

javax.naming.InitialCont

ext()時に)生成する、

InitialContextの初期化処

理に使用される環境プロパ

ティです。 

InitialContextファク

トリクラス名 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

java.naming.factory.initial 

初期コンテキスト生成時

の設定 

スタンドアロンクライアントの場合 

、appserv-rt.jarファイルを優先的に環境変数クラスパスに設定

することでプロパティが自動設定されます。 

また、明示的にJNDIの環境プロパティを指定する場合には以下を

指定してください。 

com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory 

IJServerクラスタまたはア

プリケーションクライアン

トコンテナの場合 

コンテナが自動的に環境設

定するため、JNDIの環境プ

ロパティの指定は必要あり

ません。 

ディレクトリサービス

のユーザ認証で使用す

るユーザ名 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

FJUserID 

ディレクトリサービスの

ユーザ認証で使用する

ユーザ名 

JNDI環境プロパティの以下プロパティで指定します。 

java.naming.security.principal 

  

ディレクトリサービス

のユーザ認証で使用す

るパスワード 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

FJPassword 

ディレクトリサービスの

ユーザ認証で使用するパ

スワード 

JNDI環境プロパティの以下プロパティで指定します。 

java.naming.security.credentials 

  

J2EEアプリケーション

クライアントの

deployment descriptor

ファイル名 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

com.fujitsu.interstage.j2ee.Deployment

DescriptorClient 

－ "application-client.xml"固定   

名前変換ファイル名 JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

EBEproperties 

参照名に対応するJNDI名

の指定 

■環境エントリ名 

<env-entry>タグの<env-entry-name>タグ値 

■EJB参照名 

<ejb-ref>タグの<ejb-ref-name>タグ値 

■EJBローカル参照名 

<ejb-local-ref>タグの<ejb-ref-name>タグ値 

■リソース参照名 

<resource-ref>タグの<res-ref-name>タグ値 

■Destination参照名 

<message-destination-ref>タグの

<message-destination-ref-name>タグ値 

■リソース環境参照名 

<resource-env-ref>タグの<resource-env-ref-name>タグ値 

■永続性ユニット参照名 
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<persistence-unit-ref>タグの<persistence-unit-ref-name>タ

グ値 

■永続性コンテキスト参照名 

<persistence-context-ref>タグの

<persistence-context-ref-name>タグ値 

HTTPトンネリングを処

理するゲートウェイ 

JNDI環境プロパティの以下プロパティで指

定します。 

HTTPGW 

- － Java EE 6機能の場合、本定

義に相当する定義は存在し

ません。 

deployment descriptor

ファイルおよび名前変

換ファイルのParserに

よる検証方法 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

VerificationMethod 

- － Java EE 6機能の場合、本定

義に相当する定義は存在し

ません。 

分散トランザクション

制御を行うか否か 

JNDI環境プロパティの以下のプロパティで

指定します。 

com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.Globa

lTransactionMode 

- － Java EE 6機能の場合、本定

義に相当する定義は存在し

ません。 

 

■クライアント環境での環境設定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ホスト名 以下のファイルで指定します。 

C:\Interstage\ODWIN\etc\inithost 

アクセスするサーバのIIOPリス

ナーの定義 

Interstage ACC deployment descriptor (sun-acc.xml)ファイ

ルの<client-container><target-server>タグに接続先のホス

ト名を記載します。 

 

最大プロセス数 configファイルの以下のプロパティで指定

します。 

max_processes 

－ － Java EE 6機能の場

合、本定義に相当す

る定義は存在しま

せん。 

使用するORB アプリケーション起動時のシステムプロパ

ティ、またはorb.propertiesで指定します。 

－ － Java EE 6機能の場

合、本定義に相当す

る定義は存在しま

せん。 

環境変数 システム環境変数CLASSPATHおよび

LD_LIBRARY_PATHでjarファイル、パスを指定

します。 

Java EEアプリケーションクライ

アントの環境設定 

クラスパスの設定 

環境変数APPCPATH 

に追加するクラスパスを指定してください。 

 

■HTTP接続に関する設定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

接続先URL プログラム中、またはスタブ設定ファイル

にて以下のプロパティで指定します。 

javax.xml.rpc.service.endpoint.address 

接続先URL ■WSDLのURLのカスタマイズ 

実行時に、ijwsimportコマンドで指定されたWSDLのURLにアク

セスする。または以下の方法でURLを指定する。 

・deployment 

descriptor(web.xml,ejb-jar.xml,application-client.xml)

のservice-ref/wsdl-fileタグに定義する 
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・Webサービスクライアントアプリケーションで、

@javax.xml.ws.WebServiceRefアノテーションの

wsdlLocation属性に定 

義する 

 

■WebサービスのURLのカスタマイズ 

javax.xml.ws.service.endpoint.addressプロパティによっ

て、WebサービスのURLをカスタマイズできます。 

ユーザ名 プログラム中、またはスタブ設定ファイル

にて以下のプロパティで指定します。 

javax.xml.rpc.security.auth.username 

ユーザ名 javax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを通じてリクエ

ストコンテキストのプロパティとして指定 

USERNAME_PROPERTY 

 

パスワード プログラム中、またはスタブ設定ファイル

にて以下のプロパティで指定します。 

javax.xml.rpc.security.auth.password 

パスワード javax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを通じてリクエ

ストコンテキストのプロパティとして指定 

PASSWORD_PROPERTY 

 

接続のタイムアウト プログラム中、またはスタブ設定ファイル

にて以下のプロパティで指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.client.con

nect.timeout 

接続のタイムアウト ■HTTP通信の読み込みタイムアウト 

com.sun.xml.ws.request.timeout 

■HTTP通信のサーバへの接続タイムアウト 

com.sun.xml.ws.connect.timeout 

 

セション管理の利用 プログラム中、またはスタブ設定ファイル

にて以下のプロパティで指定します。 

javax.xml.rpc.session.maintain 

セション管理の利用 javax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを通じてリクエ

ストコンテキストのプロパティとして指定 

SESSION_MAINTAIN_PROPERTY 

 

 

■プロキシに関する設定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ホスト名 プログラム中、またはスタブ設定ファイルにて以下のプロパティで指定します。 

http.proxyHost 

- － 指定できません。 

ポート番号 プログラム中、またはスタブ設定ファイルにて以下のプロパティで指定します。 

http.proxyPort 

- － 指定できません。 

プロキシを経由せず

に接続するホスト名 

プログラム中、またはスタブ設定ファイルにて以下のプロパティで指定します。 

http.nonProxyHosts 

- － 指定できません。 

ユーザ名 プログラム中、またはスタブ設定ファイルにて以下のプロパティで指定します。 

http.proxyUser 

- － 指定できません。 

パスワード プログラム中、またはスタブ設定ファイルにて以下のプロパティで指定します。 

http.proxyPassword 

- － 指定できません。 
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3.14 Webサービス 

■Webサービスアプリケーションの作成方法 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

サービスエンドポイン

トインタフェースの定

義 

必須です。 

java.rmi.Remoteインタフェースを継承

したインタフェースとします。 

メソッドはjava.rmi.RemoteExceptionを

throwします。 

サービスエンドポイントイ

ンタフェースの定義 

省略可能です。 

定義する場合は、任意のJavaインターフェースに

javax.jws.WebServiceアノテーションを付加します。 

Java EE 6機能では、エンドポイ

ントの実装クラスのみでWeb

サービスアプリケーションが作

成できます。 

WSDLの生成 iswsgen wsdlコマンドを使用して生成し

ます。 

－ Webサービスアプリケーションの配備時に自動生成されま

す。 

 

Webサービスエンドポイ

ントクラスの実装 

サービスエンドポイントインタフェース

を実装します。 

Webサービスエンドポイント

クラスの実装 

■JAX-WSエンドポイント 

任意のpublicクラスにjavax.jws.WebServiceアノテーショ

ンを付加したものです。 

 

■Stateless Session Bean 

Stateless Session Beanのクラスにjavax.jws.WebService

アノテーションを付加したものです。 

 

■Singleton Session Bean 

Singleton Session Beanのクラスにjavax.jws.WebService

アノテーションを付加したものです。 

 

deployment descriptor

の編集 

以下のファイルを編集します。 

webservice.xml 

web.xml(WARファイルの場合） 

ejb-jar.xml(ejb-jarファイルの場合） 

deployment descriptorの編

集 

省略可能です。 

Java EE 6機能では、Webサービスアプリケーションの配備

時に自動生成されます。 

カスタマイズしたい場合は、javax.jws.WebServiceアノ

テーションで指定します。 

アノテーションで指定できない項目はdeployment 

descriptorに記述し、WARまたはejb-jarモジュールにパッ

ケージングしてください。 

 

配備 Interstage管理コンソール、または

ijsdeploymentコマンドで配備します。 

配備 asadminコマンドのdeployサブコマンドで配備します。  

インタフェースの提供 IJServerにWebサービスアプリケーショ

ンを配備して取得できる公開WSDLを任意

の方法で提供します。 

インタフェースの提供 ■WSDL取得URLを通知する 

通常は、こちらの方法でWSDLを提供してください。 

 

■ijwsimportコマンドで取得保管したWSDL一式をファイル

で提供する 

 

 

■Webサービスクライアントアプリケーションの作成方法 
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J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

スタブ生成 iswsgen clientコマンドで生成します。生成さ

れるのは、ソースファイルであり、コンパイル

が必要です。 

スタブ生成 入手したWSDLからJAX-WSで利用するスタブを生成します。

ijwsimportコマンドを使用します。トラブル時などの調査のた

め、-keepオプションで最終生成物以外の資材(ソースファイルな

ど)も保存・保管することを強く推奨します。 

 

クライアントアプリ

ケーションの作成 

生成したスタブ、JAX-RPCおよびSAAJのAPIを使

用し、Web Services for J2EEに従ったアプリ

ケーションを作成します。 

クライアントアプリケー

ションの作成 

生成したスタブ類を使用して、JAX-WSおよびWeb Services for 

Java EEに従ったアプリケーションを作成します。 

 

 

■Webサービスの実行 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

クライアントアプリ

ケーションがIJServer

上以外で動作する場合 

javaコマンドで実行します。 クライアントアプリケーションが

IJServer上以外で動作する場合 

appclientコマンドで実行します。  

 

■Webサービス開発コマンド 

「3.3 運用操作コマンド」の「■Webサービス開発コマンド」を参照してください。 

 

■HTTP接続に関する設定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

接続先URLを指定する方

法 

プログラム中で、スタブオブジェクトに

対して以下のプロパティで指定します。 

キー名：

javax.xml.rpc.service.endpoint.addre

ss 

接続先URLを指定する方法 プログラム中で、リクエストコンテキストのプロパ

ティにjavax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを

通して指定します。 

キー名：

javax.xml.ws.BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PR

OPERTY 

「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」

－「Webサービスクライアントアプリ

ケーションの開発」－「HTTP関連のリ

クエストプロパティ設定」を参照して

ください。 

Webサービスのユーザ名

/パスワードを設定する

方法 

プログラム中で、スタブオブジェクトに

対して以下のプロパティで指定します。 

キー名：

javax.xml.rpc.security.auth.username 

javax.xml.rpc.security.auth.password 

Webサービスのユーザ名/

パスワードを設定する方

法 

プログラム中で、リクエストコンテキストのプロパ

ティにjavax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを

通して指定します。 

キー名：

javax.xml.ws.BindingProvider.USERNAME_PROPERTY 

javax.xml.ws.BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY 

詳細は、「Java EE運用ガイド(Java EE 

6編)」－「Webサービスクライアント

アプリケーションの開発」－「HTTP関

連のリクエストプロパティ設定」を参

照してください。 

接続のタイムアウトを

指定する方法 

プログラム中で、スタブオブジェクトに

対して以下のプロパティで指定します。 

キー名：

com.fujitsu.interstage.isws.client.c

onnect.timeout 

接続のタイムアウトを指

定する方法 

プログラム中で、リクエストコンテキストのプロパ

ティに指定します。 

キー名： 

・HTTP通信のサーバへの接続タイムアウト 

com.sun.xml.ws.connect.timeout 

・HTTP通信の読み込みタイムアウト 

com.sun.xml.ws.request.timeout 

詳細は、「Java EE運用ガイド(Java EE 

6編)」－「Webサービスクライアント

アプリケーションの開発」－「HTTP関

連のリクエストプロパティ設定」を参

照してください。 

セション管理の利用を プログラム中で、スタブオブジェクトに セション管理の利用を指 プログラム中で、リクエストコンテキストのプロパ WS-I Basic Profileでは、HTTP Cookie
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指定する方法 対して以下のプロパティで指定します。 

キー名：

javax.xml.rpc.session.maintain 

定する方法 ティにjavax.xml.ws.BindingProviderオブジェクトを

通して指定します。 

キー名：

javax.xml.ws.BindingProvider.SESSION_MAINTAIN_PR

OPERTY 

に依存することを推奨していません。

そのため本機能の使用は推奨しませ

ん。 

プロキシを経由した接

続 

プログラム中で、スタブオブジェクト、

またはシステムプロパティに対して以下

のプロパティで指定します。 

キー名：http.proxyHost（ホスト名） 

          http.proxyPort（ポート番号） 

          http.nonProxyHosts（プロキ

シを経由せずに接続するホスト名） 

          http.proxyUser（ユーザ名） 

          http.proxyPassword（パス

ワード） 

プロキシを経由した接続 ｊavaプロセスのシステムプロパティに指定します。 

キー名：http.proxyHost（ホスト名） 

          http.proxyPort（ポート番号） 

          http.nonProxyHosts（プロキシを経由せず

に接続するホスト名） 

          http.proxyUser（ユーザ名） 

          http.proxyPassword（パスワード） 

 

 

■Webサービスクライアントログファイル 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Webサービスクライアントログ

ファイルの指定 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.log.file.path 

－ － 指定できません。 

Webサービスクライアントログ

ファイルの最大サイズ 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.log.file.maxfilesize 

－ － 指定できません。 

Webサービスクライアントログ

ファイルの最大世代数 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.log.file.maxbackupindex 

－ － 指定できません。 

 

■SSL通信 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Webサービスクライアン

トで使用するSSL定義名 

Webサービス設定ファイルに指定

します。 

com.fujitsu.interstage.isws.cl

ient.ssl.configname 

Webサービスクライアント

で使用するキーストアの

設定 

【Webサービスクライアントがアプリケーションク

ライアントコンテナの場合】 

VMARGS環境変数でキーストアの情報を設定します。 

【WebサービスクライアントがIJserverクラスタに

配備された場合】 

  JVMオプションでキーストアの情報を設定します。 

キーストアの情報の詳細は、「Java EE運用ガ

イド(Java EE 6編)」－「SSL」－「Webサービ

スクライアント側の設定」を参照してくださ

い。 

 

■添付ファイル 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

添付ファイルの一時

ファイル作成場所 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.attachment.

tmpdir 

添付ファイルの一時ファイル

作成場所 

－ システムプロパティjava.io.tmpdirに設定されている格納先

に作成されます。 
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添付ファイル受信時に

一時ファイルを生成せ

ずメモリのみで扱うサ

イズの上限 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.attachment.

memory.cachesize 

－ － 指定できません。1MB以上の添付ファイルは内部的に一時ファ

イルを生成して処理されます。 

レスポンス返却時の、

Webサービスアプリケー

ションで受信した添付

ファイルデータ削除(資

源解放) 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.attachment.

tempfile.keepmode 

－ － 一時ファイルは添付ファイルデータのオブジェクトがGCに

よって回収される際やJava VMの終了時に削除されますが、

Javaプロセスが異常終了した場合、ファイルは削除されずに

残ることがあります。その場合は、上記ファイルがどのプロ

セスからも使用されていないことを確認後、手動で削除して

ください。 

WSDLでtext/plainに指

定された添付ファイル

のデフォルト文字コー

ド 

Webサービス設定ファイルに指定します。 

com.fujitsu.interstage.isws.attachment.

plaintext.charset 

－ － 指定できません。 

 

■アプリケーションの配備/配備解除のタイムアウト時間設定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

アプリケーションの配

備/配備解除のタイムア

ウト時間 

Interstage JMXサービスが使用するjavaプロセスのシステムプロパティ

に設定します。 

-Dcom.fujitsu.interstage.isws.deploy.wsdl.timeout=タイムアウト時

間(単位:ミリ秒) 

－ － 指定できません。 

 

■JNDIを使用してServiceオブジェクトをlookupする方法 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

JNDIを使用してService

オブジェクトをlookup

する方法 

以下の手順でWebサービスを呼び出します。 

1. InitialContextオブジェクトを生成します 

2. InitialContextのlookupメソッドを使用し、Serviceオ

ブジェクトを取得します 

lookupの引数には、以下の文字列を指定します。 

java:comp/env/[ deployment descriptorの

<service-ref-name>に指定した値 ] 

3. Serviceオブジェクトからスタブオブジェクトを取得し

ます 

4. スタブのメソッドを呼び出します 

<例> 

InitialContext ic = new InitialContext (); //(1) 

StockQuoteProviderService sqs = 

(StockQuoteProviderService)ic.lookup("java:comp/env/

service/StockQuote"); //(2) 

StockQuoteProvider sqp = 

sqs.getStockQuoteProviderPort(); //(3) 

－ @javax.xml.ws.WebServiceRefを使用する方法に変

更します。 

<例> 

public class StockQuoteClient { 

   @javax.xml.ws.WebServiceRef 

StockQuoteProviderService sqp; 

   public static void main (String[] args) { 

   StockQuoteProvider sqp = 

sqs.getStockQuoteProviderPort(); 

 … 

} 
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float price = sqp.getLastTradePrice(tickerID); //(4) 

 

■SOAPバインディングの指定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

スタイル（style)・使用

方法（use)の指定 

iswsgen wsdlコマンドで指定しま

す。 

-styleuse {DOCLITERALWRAPPED 

¦RPCLITERAL ¦RPCENC} 

-y {DOCLITERALWRAPPED 

¦RPCLITERAL ¦RPCENC} 

スタイル（style)・使用方

法（use)の指定 

－ StyleとUseの組み合わせは以下の２パターンが使用できま

す。 

・Style: Doocument、Use: Literal 

・Style： RPC、 Use: Literal 

これを、@javax.jws.soap.SOAPBingingアノテーションに指定

します。例えば、Document/Literalの場合の具体的な設定コー

ド例は以下です。 

 

@javax.jws.soap.SOAPBinding(style=javax.jws.soap.SOAPB

inding.Style.DOCUMENT,use=javax.jws.soap.SOAPBinding.U

se.LITERAL) 

 

■out/inoutパラメタ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

javax.xml.rpc.holders パッケー

ジに提供されているクラス 

<例> 

StringHolder inoutParam = new 

StringHolder(); 

javax.xml.ws.Holder<T>クラスを

使用 

<例> 

Holder<String> sparam = new 

Holder<String>(); 

 

com.fujitsu.interstage.isws.ap

is.holdersパッケージに提供され

ているクラス 

<例> 

URIHolder inoutParam = new 

URIHolder(); 

javax.xml.ws.Holder<T>クラスを

使用 

<例> 

Holder<URI> sparam = new Holder<URI>(); 

 

javax.xml.rpc.holders パッケー

ジに提供されていないクラス 

固有のHolderクラスを用意して使用

する。 

javax.xml.ws.Holder<T>クラスを

使用 

<例> 

Holder<XXX> sparam = new Holder<XXX>(); 

 

 

■マッピングに変更のあるデータ型 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

java.net.URI xsd:anyURI java.net.URI xsd:string  

 

■データ型 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

配列型 <例> 

String  array[] = new String[2]; 

配列型 <例> 

ArrayList<String> array = new 

ArrayList<String>(); 

値を複数個持つパラメタを表現するために、配列や

java.util.Collectionインタフェースを実装したコレクショ

ンクラスを使用して、サポートされているデータ型をWebサー

ビスの送受信に利用できます。コレクションクラスを利用す

る場合は、java.util.List<String>などのように、型パラメ

タを宣言することでコレクションの内容となるデータ型を明
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示できます。 

 

■添付ファイル型のXMLデータ型の指定 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

swaref型 iswsgen wsdlコマンドで以下を指

定します。 

  -attachmentsType swaref 

-t swaref 

javax.activation.DataHandlerク

ラスを使用します。 

swaref型 DataHandlerクラスの宣言に

@javax.xml.bind.annotation.XmlAt

tachmentRefアノテーションを指定

します。 

詳細は、「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Webサービ

スの通信で利用できるデータ型」－「添付ファイル型」を参

照してください。 

apache型 iswsgen wsdlコマンドで以下を指

定します。 

  -attachmentsType apache 

-t apache 

以下のクラスが使用できます。 

java.awt.Imageクラス 

javax.mail.internet.MimeMultip

art 

javax.xml.transform.Source 

－ － apachesoap名前空間のXMLデータ型は使用できません。他の

XMLデータ型に変更してください。詳細は、「Java EE運用ガイ

ド(Java EE 6編)」の「Webサービスの通信で利用できるデー

タ型」の「添付ファイル」を参照してください。 

 

3.15 JNDI 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定

義名 

Java EE 6定義方法 説明 

名前変換機能 Interstage管理コンソールのInterstage管理コンソールの

名前変換定義します。 

 

名前変換ファイルまたはinterstage.xmlファイルに指定し

ます。 

 

JNDI環境プロパティに"EBEproperties"を指定します。 

参照名に対応する

JNDI名の指定 

deployment descriptorファイルに定義した参照名(論理的

な名前)は、JNDI名(物理的な名前)との対応をInterstage 

deployment descriptorファイルに定義できます。 

 

INITIAL_CONTEXT_FACTO

RY

（java.naming.factory

.initial）の指定 

アプレットは

"com.fujitsu.interstage.ejb.jndi.FJCNCtxFactoryForCl

ient" 

クライアントは

"com.fujitsu.interstage.j2ee.jndi.InitialContextFact

oryForClient" 

IJServerは指定しません。 

INITIAL_CONTEXT_FA

CTORY

（java.naming.fact

ory.initial）の指定 

アプレットからJava EE 6が提供するAPI（JNDI APIや

Enterprise JavaBeansの呼び出し）は実行できません。 

 

IJServerクラスタまたはアプリケーションクライアントコ

ンテナの場合、コンテナが自動的に環境設定するため、JNDI

の環境プロパティの指定は必要ありません。 
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スタンドアロンクライアントの場合、appserv-rt.jarファ

イルを優先的に環境変数クラスパスに設定することでプロ

パティが自動設定されます。 

また、明示的にJNDIの環境プロパティを指定する場合には

以下を指定してください。 

com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory 

クライアントの認証

ユーザ名 

JNDI環境プロパティに"FJUserID"を指定 セキュリティコール

バックハンドラ 

deployment descriptorファイル 

(application-client.xml)に任意のセキュリティコール

バックハンドラを指定 

 

クライアントの認証パ

スワード 

JNDI環境プロパティに"FJPassword"を指定 セキュリティコール

バックハンドラ 

deployment descriptorファイル 

(application-client.xml)に任意のセキュリティコール

バックハンドラを指定 

 

J2EEアプリケーション

クライアントの

deployment descriptor

ファイルの指定 

JNDI環境プロパティに

"com.fujitsu.interstage.j2ee.DeploymentDescriptorCli

ent"を指定 

Java EEアプリケー

ションクライアント

のdeployment 

descriptorファイル

の指定 

appclientコマンドでクライアントコンテナ起動時に、

-clientオプションで指定するクライアントスタブJARファ

イルに含まれます。クライアントスタブJARファイルは、

サーバ上にアプリケーションクライアントモジュールを配

備することで、asadminコマンドのget-client-stubsサブコ

マンドまたはInterstage Java EE管理コンソールで取得で

きます。 

 

HTTPトンネリング JNDI環境プロパティに"HTTPGW"を指定 － －(HTTPトンネリングはサポートされません。)  

XMLファイルの検証方法 VerificationMethod － －  

分散トランザクション

制御の指定 

JNDI環境プロパティに

"com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.GlobalTransactionM

ode"を指定 

－ － Java EE 6機能の場合、

自動的に判定を行い

ます。 

CORBAサービスの設定 クライアント環境では以下にアクセスするネーミングサー

ビスのホスト名とポート番号を指定します。 

C:\Interstage\ODWIN\etc\inithost 

 

運用形態にTYPE1を指定したサーバー環境ではローカルホ

ストのネーミングサービスにアクセスします。 

 

運用形態にTYPE3を指定したサーバー環境ではInterstage

動作環境定義ファイルの"NS Host Name"と"NS Port Number"

にアクセスするネーミングサービスのホスト名とポート番

号を指定します。 

ホスト名とIIOPリス

ナーのポート番号の

設定 

クライアント環境ではエンドポイントの指定にアクセスす

るサーバーインスタンスのホスト名とIIOPリスナーのポー

ト番号を指定します。指定されたサーバーインスタンス上

で運用されているネーミングサービスにアクセスします。 

 

サーバー環境ではアプリケーションを運用するサーバーイ

ンスタンス上のネーミングサービスにアクセスします。 

 

サーバー環境で他サーバーインスタンスで運用されている

Enterprise JavaBeansを呼び出す場合には、JNDIサービス

設定に他サーバーインスタンスまたはリモートサーバのホ

スト名、IIOPリスナーのポート番号を指定します。または、

deployment descriptorファイルに定義したEJB参照名に対

してInteroperable Naming Service(以降、INS)の規則を使

用して、他サーバーインスタンスまたはリモートサーバの

ホスト名、IIOPリスナーのポート番号、JNDI名を指定する

必要があります。 

詳細は4.18.3 クライ

アント(呼び出し元)

の設定をご参照くだ

さい 

ORBの指定 サーバー環境では自動的に設定されるため不要です。 

 

－ － Java EE 6機能の場合、

自動的に設定される
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クライアント環境でアプリケーションを起動するための環

境設定として、使用するORB(Object Request Broker)を指

定する必要があります。ORBとして以下のプロパティを指定

します。 

[プロパティ名]org.omg.CORBA.ORBClass 

[プロパティ値]com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.ORB 

[プロパティ名]org.omg.CORBA.ORBSingletonClass 

[プロパティ

値]com.fujitsu.ObjectDirector.CORBA.SingletonORB 

[プロパティ名]javax.rmi.CORBA.StubClass 

[プロパティ

値]com.fujitsu.ObjectDirector.rmi.CORBA.StubDelegate

Impl 

[プロパティ名]javax.rmi.CORBA.UtilClass 

[プロパティ

値]com.fujitsu.ObjectDirector.rmi.CORBA.UtilDelegate

Impl 

[プロパティ

名]javax.rmi.CORBA.PortableRemoteObjectClass 

[プロパティ

値]com.fujitsu.ObjectDirector.rmi.CORBA.PortableRemo

teObjectDelegateImpl 

ため指定不要です 

環境変数の設定 サーバー環境では自動的に設定されるため不要です。 

 

クライアント環境でアプリケーションを起動するための環

境設定として、環境変数のCLASSPATHとLD_LIBRARY_PATHの

設定が必要です。詳細は「J2EE ユーザーズガイド(旧版互

換)」を参照してください。 

環境変数の設定 IJServerクラスタを使用する場合、環境変数は自動的に設

定されるため不要です。 

 

アプリケーションクライアントコンテナを使用する場合、

環境変数は自動的に設定されるため不要です。 

 

スタンドアロンクライアントの場合、環境変数CLASSPATH

の設定が必要です。 

 

クライアント配布物へ

のクラスパスの設定 

他プロセスで運用されたEJBアプリケーションをIIOP通信

で呼び出す場合、呼び出すEJBアプリケーションを配備され

た時に生成されるクライアント配布物にクラスパスを設定

する必要があります。 

リモートインタ

フェースのクラスパ

スの設定 

動的スタブにより通信に必要なクラスは動的にメモリ上に

展開されるため、呼び出すEnterprise JavaBeansのリモー

トインタフェースのみ呼出し側のクラスパスに設定する必

要があります。 

 

 

 

3.16 トランザクション 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 
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システムのモード  －  Java EE 6機能の場合、本定義に相当する

定義は存在しません。 

トランザクションロ

グのパス 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"最大トランザク

ション数" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"LOGFILE"定義項目 

トランザクションログの

位置 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"${clusterName_instanceName_c

onfigName}.transaction-servic

e.tx-log-dir" 

 

最大トランザクショ

ン数 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"最大トランザク

ション数" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"TRANMAX"定義項目 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する

定義は存在しません。 

OTSシステムの多重度 Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"OTSシステムの

多重度" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"OTS_FACT_THR_CONC"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。サーバー

インスタンスと同一のプロセス上でトラ

ンザクションサービスが動作するため、ス

レッドプールの最大プールサイズで

チューニングしてください。 

JTS RMPのプロセス多

重度 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"JTS RMPのプロ

セス多重度" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"JTS_RMP_PROC_CONC"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。サーバー

インスタンスと同一のプロセス上でトラ

ンザクションサービスが動作するため、ス

レッドプールの最大プールサイズで

チューニングしてください。 

JTS RMPのスレッド多

重度 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"JTS RMPのス

レッド多重度" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"JTS_RMP_PROC_CONC"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。サーバー

インスタンスと同一のプロセス上でトラ

ンザクションサービスが動作するため、

IJServerクラスタに登録するサーバーイ

ンスタンス数でチューニングしてくださ

い。 

リソースの参加数 Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"リソースの参加

数" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"JTS_RMP_THR_CONC"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。Java EE 

6機能では設定不要です。使用するリソー

スの接続プールの設定における最大プー

ルサイズで代替してください。 

OTSシステムが利用す

るネーミングサービ

スのホスト名 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"OTSシステムが

利用するネーミングサービスのホスト名" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

－ － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 
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ファイルにおける"HOST"定義項目 

OTSシステムが利用す

るネーミングサービ

スのポート番号 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"OTSシステムが

利用するネーミングサービスのポート番号" 

 

データベース連携サービスの環境定義のセットアップ情報

ファイルにおける"PORT"定義項目 

－ － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

ノード種別 Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"ノード種別" 

－ － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

トランザクションタ

イムアウト時間 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"トランザクショ

ンタイムアウト時間 " 

 

データベース連携サービスの環境定義のconfigファイルにお

ける"TRAN_TIME_OUT"定義項目 

トランザクションタイム

アウト 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"${clusterName_instanceName_c

onfigName}.transaction-servic

e.timeout-in-seconds" 

 

2PCタイムアウト時間 Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の"2PCタイムアウ

ト時間" 

 

データベース連携サービスの環境定義のconfigファイルにお

ける"2PC_TIME_OUT"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。 

リソースの最大トラ

ンザクション数 

Interstage管理コンソールのシステム : 環境設定における

トランザクションサービス(OTS)詳細設定の 

 

データベース連携サービスの環境定義のconfigファイルにお

ける"2PC_TIME_OUT"定義項目 

－ － Java EE 6機能では設定不要です。 

JTS RMP向けJDK/JREの

バージョン 

－ － － Java EE 6機能では設定不要です。 

JTS RMP向けJDK/JREの

PATH 

－ － － Java EE 6機能では設定不要です。 

トレースモード － － － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する

定義は存在しません。 

トレースレベル － － － Java EE 6機能の場合、本定義に相当する

定義は存在しません。 

リソース定義 － － － Java EE 6機能では設定不要です。Java EE 

6機能では、XAリソースを使用した時点で

グローバルトランザクションを利用する

と自動的に判定するため、トランザクショ

ンサービス用にリソース定義する必要は

ありません。通常のリソース定義（JDBC

リソースなど）にてXAリソースを定義して
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ください。 

otsaliveコマンド － － － Java EE 6機能では設定不要です。 

otsmklogコマンド － － － Java EE 6機能では設定不要です。 

otsmonitorコマンド － － － Java EE 6機能では設定不要です。 

otspendlistコマンド － asadminコマンドの以下の

サブコマンド 

 

freeze-transaction-serv

ice 

unfreeze-transaction-se

rvice 

recover-transactions 

rollback-transaction 

list-transactions 

－  

otssetrscコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otssetupコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otsstartコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otsstartrscコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otsstopコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otsstoprscコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 

otstranlistコマンド － － － サーバーインスタンスと同一のプロセス

上でトランザクションサービスが動作す

るため設定不要です。 
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3.17 JMS 

■ConnectionFactory/JMS接続ファクトリ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

TopicConnectionFactor

yの作成 

jmsmkfact -t 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > ConnectionFactory > TopicConnectionFactory > 

新規作成 

TopicConnectionFactoryの作成 asadmin create-jms-resource --restype 

javax.jms.TopicConnectionFactory 

 

QueueConnectionFactor

yの作成 

jmsmkfact -q 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > ConnectionFactory > QueueConnectionFactory > 

新規作成 

QueueConnectionFactoryの作成 asadmin create-jms-resource --restype 

javax.jms.QueueConnectionFactory 

 

作成する

ConnectionFactoryのク

ライアント識別子指定 

jmsmkfact -i <クライアント識別子> 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > ConnectionFactory > QueueConnectionFactory > 

新規作成 > クライアントID 

クライアントID asadmin create-jms-resource --restype 

{javax.jms.ConnectionFactory¦javax.jms.To

picConnectionFactory¦javax.jms.QueueConne

ctionFactory} --property ClientId=<クライ

アントID> 

 

作成する

ConnectionFactoryのグ

ローバルトランザク

ション機能の設定 

jmsmkfact -x 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > ConnectionFactory > QueueConnectionFactory > 

新規作成 > グローバルトランザクション 

作成するJMS接続ファクトリのト

ランザクションサポートの設定 

asadminコマンドで操作できる定義項目 

resources.connector-connection-pool.${jnd

i-name}.transaction-support 

 

ConnectionFactoryの削

除 

jmsrmfact 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > ConnectionFactory > QueueConnectionFactory > 

削除 

JMS接続ファクトリの削除 asadmin delete-jms-resource  

ConnectionFactoryの一

覧表示 

jmsinfofact JMS接続ファクトリの一覧取得 asadmin list-jms-resources --restype <JMS

接続ファクトリの型> 

 

 

■Destination/JMS送信先リソース 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

Destinationの作成 jmsmkdst -t 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 

JMS送信先リソースの作成 asadmin create-jms-resource --restype 

javax.jms.Topic 

 

Destinationのタイプ指 jmsmkdst -t JMS送信先リソース(Topic)の asadmin create-jms-resource --restype  
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定(Topic)  

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > タイプ 

作成 javax.jms.Topic 

Destinationのタイプ指

定(Queue) 

jmsmkdst -q 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > タイプ 

JMS送信先リソース(Queue)の

作成 

asadmin create-jms-resource --restype 

javax.jms.Queue 

 

作成するDestinationに

関連付けるイベント

チャネルのグループ名

を指定 

jmsmkdst -g 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > イベントチャネ

ルグループ名 

－ － Java EE 6では、イベントグループ

の概念がありません。 

作成するDestinationに

関連付けるイベント

チャネルのチャネル名

を指定 

jmsmkdst -c 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > イベントチャネ

ル名 

作成するJMS送信先リソースに

関連付ける物理格納先名を指

定 

asadmin create-jms-resource --restype 

{javax.jms.Topic¦javax.jms.Queue} 

--property Name=<物理格納先名> 

 

作成するDestinationに

関連付けるイベント

チャネルが登録されて

いるネーミングサービ

スのIPアドレスを指定 

jmsmkdst -ipaddress 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > ホスト名または

IPアドレス 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

作成するDestinationに

関連付けるイベント

チャネルが登録されて

いるネーミングサービ

スのポート番号を指定 

jmsmkdst -port 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 新規作成 > ポート番号 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

Destinationの削除 jmsrmdst 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース 

> JMS > Destination > 削除 

JMS送信先リソースの削除 asadmin delete-jms-resource  

Destinationの一覧表示 jmsinfodst JMS送信先リソースの一覧取得 asadmin list-jms-resources --restype 

<JMS送信先リソースの型> 

 

 

■durable Subscriber/永続サブスクリプション 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

durable Subscriberの一

覧表示 

jmsinfods 永続サブスクリプションの

一覧表示 

imqcmd list dur  

durable Subscriberの削

除 

jmsrmds -n <dsub-name> -i 

<client-id> 

永続サブスクリプションの

削除 

imqcmd destroy dur -c クライアントID -n サブスクライ

バ名 
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■イベントサービス/メッセージブローカ 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

動的イベントチャネル

最大起動数 

essetcnfコマンドの-dchmaxオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのリソース > JMS > 構成情報 > 

動的イベントチャネル最大起動数 

－ － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

静的イベントチャネル

最大起動数 

essetcnfコマンドの-schmaxオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > JMS > 

構成情報 > 静的イベントチャネル最大起動数 

－ － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

エラーログファイルサ

イズ 

essetcnfコマンドの-logsizeオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > JMS > 

構成情報 > エラーログファイルサイズ 

ログ機能に関するプロパティ 

 

imq.log.file.rolloverbytes 

imqbrokerdコマンドの-Dオプ

ションで指定 

 

イベントチャネル自動

起動 

essetcnfコマンドの-autostartオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > JMS > 

構成情報 > イベントチャネル自動起動 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相当

する定義は存在しません。メッセージ

ブローカの起動と同時に物理格納先

が使用可能になります。 

イベントサービスが獲

得したプロセス間通信

資源の回収 

esrmipcコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

ユニットの作成 esmkunitコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

ユニットの削除 esrmunitコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスのセ

キュリティ強化 

essecmodeコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの構

成情報の表示 

essetcnf -d － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの構

成情報の設定 

essetcnf -s － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの

セットアップ 

essetupコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの起

動 

esstartコマンド メッセージブローカの起動 imqbrokerdコマンド  

イベントファクトリの

起動 

esstartfctryコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

ユニットの起動 esstartunitコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの停 esstopコマンド メッセージブローカの停止 imqcmd shutdown bkrコマンド  
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止 

ユニットの停止 esstopunitコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの削

除 

esunsetupコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

イベントサービスの状

態を表示 

esmonitorコマンド 物理格納先の一覧表示 imqcmd list dstコマンド  

イベントファクトリの

停止 

esstopfctryコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンドに

相当するコマンドは存在しません。 

 

■イベントチャネル/物理格納先 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義

名 

Java EE 6定義方法 説明 

イベントチャネルグ

ループ名 

esmkchnlコマンドの-gオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > イベントチャネ

ルグループ名 

－ － Java EE 6では、イベントグループ

の概念がありません。 

イベントチャネル名 esmkchnlコマンドの-cオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > イベントチャネ

ル名 

物理格納先名 imqcmd create dstコマンドの-nオプションで

指定 

 

タイプ esmkchnlコマンドの-ptpオプションで指定 

 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > タイプ 

物理格納先タイプ imqcmd create dstコマンドの-tオプションで

指定 

 

不揮発チャネル運用 esmkchnlコマンドの-persistオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > 不揮発チャネル

運用 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。単一

の物理格納先に揮発メッセージと

不揮発メッセージを混在させて蓄

積することができます。 

ユニットID esmkchnlコマンドの-unitオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > ユニットID 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

グローバルトランザク

ション 

esmkchnlコマンドの-otsオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > グローバルトラ

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。物理

格納先に設定する必要なくグロー

バルトランザクション機能を使用
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ンザクション できます。 

最大接続数 esmkchnlコマンドの-mオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > 最大接続数 

物理格納先の生成また

は更新に関するプロパ

ティ 

 

maxNumProducers 

imqcmd create dstコマンドまたはimqcmd 

update dstコマンドの-oオプションで指定 

J2EE機能の場合、プロデューサと

コンシューマの合計値を設定しま

すが、Java EE 6機能の場合、プロ

デューサとコンシューマを区別し

て設定します。 

  物理格納先の生成また

は更新に関するプロパ

ティ 

 

maxNumActiveConsumer

s 

imqcmd create dstコマンドまたはimqcmd 

update dstコマンドの-oオプションで指定 

 

日本語コード系 esmkchnlコマンドの-lオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > 日本語コード系 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

SSL通信 esmkchnlコマンドの-sslオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > SSL通信 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。SSL

の使用は未サポートです。 

コネクション自動回収

機能 

esmkchnlコマンドの-autodisconオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > 新規作成 > コネクション自

動回収機能 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する設定は不要です。 

イベントデータ待ち合

わせ時間 

essetcnfchnlコマンドの-wtimeオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > イベントデータ待ち合わせ時間 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。JMS

クライアントでメッセージ受信の

タイムアウトを指定します。 

ローカルトランザク

ションのタイムアウト

時間 

essetcnfchnlコマンドの-ltrntimeオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > ローカルトランザクションのタイ

ムアウト時間 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。ロー

カルトランザクションのタイムア

ウトは無制限です。 

コンシューマ未接続時

のエラー復帰モード 

essetcnfchnlコマンドの-chkconオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > コンシューマ未接続時のエラー復

帰モード 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。コン

シューマが未接続時にプロデュー

サがメッセージを送信してもエ

ラー復帰しません。 
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閉塞運用モード essetcnfchnlコマンドの-blockadeオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > 閉塞運用モード 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

監視蓄積データ率 essetcnfchnlコマンドの-thresholdオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > 監視蓄積データ率 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

監視再開蓄積データ率 essetcnfchnlコマンドの-safetyオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > 監視再開蓄積データ率 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

イベントデータ自動閉

塞解除率 

essetcnfchnlコマンドの-unblockオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > イベントデータ自動閉塞解除率 

－ － Java EE 6機能の場合、本定義に相

当する定義は存在しません。 

イベントデータ蓄積最

大数 

essetcnfchnlコマンドの-edmaxオプションで指定 

 

Interstage管理コンソールのシステム > リソース > 

JMS > イベントチャネル > グループ名::イベントチャ

ネル名 > 環境設定 > イベントデータ蓄積最大数 

物理格納先の生成また

は更新に関するプロパ

ティ 

 

maxNumMsgs 

imqcmd create dstコマンドまたはimqcmd 

update dstコマンドの-oオプションで指定 

 

イベントチャネルの閉

塞 

eschgblock -b on 物理格納先の一時停止 imqcmd pause dstコマンド  

イベントチャネルの閉

塞解除 

eschgblock -b off 物理格納先の再開 imqcmd resume dstコマンド  

イベントチャネルのオ

ブジェクトリファレン

スの取得 

esgetchnliorコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンド

に相当するコマンドは存在しませ

ん。 

イベントチャネルの作

成 

esmkchnlコマンド 物理格納先の作成 imqcmd create dstコマンド  

イベントチャネルの接

続情報を表示 

esmonitorchnlコマンド コネクションの一覧表

示 

imqcmd list cxnコマンド  

  コネクションの削除 imqcmd destroy cxnコマンド  

イベントチャネルの削

除 

esrmchnlコマンド 物理格納先の削除 imqcmd destroy dstコマンド  

イベントチャネルのオ

ブジェクトリファレン

essetchnliorコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンド

に相当するコマンドは存在しませ
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スの登録 ん。 

イベントチャネルの動

作環境の参照 

essetcnfchnl -d 物理格納先の詳細表示 imqcmd query dstコマンド  

イベントチャネルの動

作環境の設定 

essetcnfchnl -s list 物理格納先の更新 imqcmd update dstコマンド  

イベントチャネルの起

動 

esstartchnlコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンド

に相当するコマンドは存在しませ

ん。 

イベントチャネルの停

止 

esstopchnlコマンド － － Java EE 6機能の場合、本コマンド

に相当するコマンドは存在しませ

ん。 

 

3.18 JavaMail 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

リソース名 isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー

ス定義ファイルの<Javamail><JndiName>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

JNDI名 asadminのcreate-javamail-resource

サブコマンドに指定 

 

メールの発信者 isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー

ス定義ファイルの<Javamail><From>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

デフォルトの返信用アド

レス 

asadminのcreate-javamail-resource

サブコマンドの--fromaddressオプ

ションの値 

 

ログインID isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー

ス定義ファイルの<Javamail><User>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

デフォルトユーザー asadminのcreate-javamail-resource

サブコマンドの--mailuserオプション

の値 

 

POP3 サーバ／ポート番

号 

isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー

ス定義ファイルの<Javamail><Pop3><Host>タ

グ、および<Javamail><Pop3><Port>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

メールホスト asadminのcreate-javamail-resource

サブコマンドの--mailhostオプション

の値 

Java EE 6機能の場合、プロトコル固有のホスト

や、ポート番号にデフォルト以外を指定したい

場合は、追加プロパティに設定してください。

使用可能なプロパティのリストについては、

JavaMail API マニュアルを参照してください。 

IMAP サーバ／ポート番 isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー メールホスト asadminのcreate-javamail-resource Java EE 6機能の場合、プロトコル固有のホスト
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号 ス定義ファイルの<Javamail><Imap><Host>タ

グ、および<Javamail><Imap><Port>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

サブコマンドの--mailhostオプション

の値 

や、ポート番号にデフォルト以外を指定したい

場合は、追加プロパティに設定してください。

使用可能なプロパティのリストについては、

JavaMail API マニュアルを参照してください。 

SMTPサーバ／ポート番

号 

isj2eeadminのresourceサブコマンドのリソー

ス定義ファイルの<Javamail><Smtp><Host>タ

グ、および 

<Javamail><Smtp><Port>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJavaMailの設定

画面で指定 

メールホスト asadminのcreate-javamail-resource

サブコマンドの--mailhostオプション

の値 

Java EE 6機能の場合、プロトコル固有のホスト

や、ポート番号にデフォルト以外を指定したい

場合は、追加プロパティに設定してください。

使用可能なプロパティのリストについては、

JavaMail API マニュアルを参照してください。 

 

3.19 JDBC 

 

J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

コネクションプール/コ

ネクションプーリング 

  接続プール/接続プーリング －  

JDBCデータソース   JDBCリソース －  

定義名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの<Jdbc><JndiName>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"定義名" 

JDBCリソースのJNDI 名 asadminコマンドの

create-jdbc-resourceサブコマンド

で指定するjndi_name 

 

データベースタイプ isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの<Jdbc><DatabaseKind>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データベース

タイプ" 

- － J2EE機能では指定するデータベースタイプによって

有効となる定義が変更となります。 Java EE 6では

該当の項目はありません。 

クライアントバージョ

ン 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける

<Jdbc><Postgresql><ClientVersion>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"クライアント

- － 使用するPowerGres Plusのバージョンによって使用

するデータソースクラスが異なるために指定する定

義項目です。Java EE 6機能の場合には、使用する

PowerGres Plusのバージョンに合わせて指定する

データソースクラスを編集してください。 
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バージョン" 

データソースの種類 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<DatasourceKind>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データソース

の種類" 

データソースクラス名 asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

Java EE 6機能を使用する場合には、各JDBCドライバ

が提供するデータソースのデータソースクラス名

と、そのデータソースクラスが実装するインタ

フェースをリソースタイプとして指定します。各

JDBCドライバが提供するデータソースクラスについ

ては、使用するJDBCドライバのマニュアルで確認し

てください。また、Java EE 6機能ではデフォルトで

は必ずInterstage側で接続プーリングします。JDBC

ドライバ側の接続プーリングを使用したい場合に

は、プーリングの設定を無効にしてください。 

  リソースタイプ asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.res-type" 

 

  プーリング asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.pooling" 

 

RACを使用する isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Oracle><OracleRac>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"RACを使用す

る 

- － Java EE 6機能ではOracleのRAC連携はサポートして

いません。 

ユーザID isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける:<Jdbc>の:<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<User>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"ユーザID" 

追加プロパティで"user"を

指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name}" 

 

パスワード isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<Password>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"パスワード" 

追加プロパティで

"password"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name}" 

 

ドライバタイプ／ネッ

トワークプロトコル 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

追加プロパティで

"driverType"と

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

 



86 

 

 

<Jdbc><Oracle><DriverType>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"ドライバタイ

プ／ネットワークプロトコル" 

"networkProtocol"を指定す

る 

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name}" 

プロトコル isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける:<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>タグ配下の

<NetworkProtocol>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"プロトコル" 

追加プロパティで

"networkProtocol"を指定す

る 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

接続ホスト名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<ServerName>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"接続ホスト名

" 

追加プロパティで

"serverName"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

ネーミングサービスの

ホスト名 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>タグ配下の<ProviderUrl>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"ネーミング

サービスのホスト名" 

－ － J2EE機能でSymfowareのコネクションプーリングを

使用する場合には、SymfowareのJDBCドライバが提供

するJNDIサービスプロバイダのネーミングサービス

が存在するホスト名を指定します。 

Java EE 6機能ではSymfowareのコネクションプーリ

ングは使用できません。データソースクラス名に

"com.fujitsu.symfoware.jdbc2.SYMConnectionPool

DataSource"を指定して、Interstage側で接続プーリ

ングするように設定してください。 

接続ポート番号 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<PortNumber>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"接続ポート番

号" 

追加プロパティで

"portNumber"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

ネーミングサービスの

ポート番号 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>タグ配下の<ProviderUrl>タグ

の値 

 

－ － J2EE機能でSymfowareのコネクションプーリングを

使用する場合には、SymfowareのJDBCドライバが提供

するJNDIサービスプロバイダのネーミングサービス

のポート番号を指定します。 

Java EE 6機能ではSymfowareのコネクションプーリ
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Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"ネーミング

サービスのポート番号" 

ングは使用できません。データソースクラス名に

"com.fujitsu.symfoware.jdbc2.SYMConnectionPool

DataSource"を指定して、Interstage側で接続プーリ

ングするように設定してください。 

SID/ネットサービス名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<DatabaseNamer>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"SID/ネット

サービス名" 

追加プロパティで

"databaseName"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

データ資源名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<DatabaseNamer>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データ資源名

" 

追加プロパティで

"databaseName"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

データベース名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<DatabaseNamer>

タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データベース

名" 

追加プロパティで

"databaseName"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

サーバURL isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの:<Jdbc><Oracle><Url>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"サーバURL" 

追加プロパティで"URL"を指

定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.property.${Property

Name} 

 

データソースクラス名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Generic><DatasourceClassName>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データソース

データソースクラス名 asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 
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クラス名" 

ログライター isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Generic><LogWriter>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"ログライター

" 

－ － Java EE 6機能ではログライターに関する定義項目は

ありません。 

接続プロパティ isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Oracle><ConnectionProperty>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"接続プロパ

ティ" 

追加プロパティで

"connectionProperties"を

指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

 

暗黙的接続キャッシュ

のプロパティ 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Oracle><ConnectionCacheProperty

>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"暗黙的接続

キャッシュのプロパティ" 

追加プロパティで

"connectionCachePropertie

s"を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

 

その他データソース・プ

ロパティ情報 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の<Oracle>、

<Sqlserver>、<Postgresql>タグ配下の

<OtherProperty>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"その他データ

ソース・プロパティ情報" 

追加プロパティでその他の

プロパティ情報を指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

 

監査ログへのWebサーバ

接続情報出力 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Symfoware><AccessLog>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"監査ログへの

Webサーバ接続情報出力" 

監査ログへのアクセス情報

出力 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

 

デフォルトスキーマ名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Symfoware><Schema>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

追加プロパティで

"SYMOption"を指定し、

"schema"オプションを指定

する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam
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ソース名：環境設定における"監査ログへの

Webサーバ接続情報出力 

e" 

その他パラメタ isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルの

<Jdbc><Symfoware><SYMOption>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"デフォルトス

キーマ名" 

追加プロパティで

"SYMOption"を指定し、

"ctuneparam"オプションを

指定する 

asadminコマンドで操作できる定義

項目の

"resources.jdbc-connection-pool.

${pool-name}.datasource-classnam

e" 

 

File System Service 

Providerを使用する 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の<Oracle>、

<Sqlserver>、<Postgresql>タグ配下の

<FileSystemServiceProvider>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"File System 

Service Providerを使用する" 

－ － File System Service Providerに登録した情報を、

各種定義項目に設定してJDBC接続プールを作成して

ください。 

クラス名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の

<InitialContextFactory>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"クラス名" 

－ － File System Service Providerに登録した情報を、

各種定義項目に設定してJDBC接続プールを作成して

ください。 

PROVIDER_URL isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<ProviderUrl>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における

"PROVIDER_URL" 

－ － File System Service Providerに登録した情報を、

各種定義項目に設定してJDBC接続プールを作成して

ください。 

データソース名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の

<Symfoware>、<Oracle>、<Sqlserver>、

<Postgresql>タグ配下の<BindName>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データソース

名" 

－ － File System Service Providerに登録した情報を、

各種定義項目に設定してJDBC接続プールを作成して

ください。 
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データソースを登録す

る(.bindingsファイル

への登録) 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース

定義ファイルにおける<Jdbc>の<Oracle>、

<Sqlserver>、<Postgresql>タグ配下の

<Bind>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データソース

を登録する(.bindingsファイルへの登録)" 

 

データベース連携サービスの環境定義にお

けるリソース定義ファイルのlogfileDir設

定 

－ － Java EE 6機能ではリソースログフォルダに関する定

義項目はありません。異常が発生した場合の情報に

ついてはserver.logファイルに出力されます。 

リソースログフォルダ Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"データソース

を登録する(リソースログフォルダ)" 

 

データベース連携サービスの環境定義にお

けるリソース定義ファイルのlogfileDir設

定 

－ － Java EE 6機能ではリソースログフォルダに関する定

義項目はありません。異常が発生した場合の情報に

ついてはserver.logファイルに出力されます。 

作成前にDB接続テスト

を行う 

Interstage管理コンソールのJDBCデータ

ソース名：環境設定における"作成前にDB

接続テストを行う" 

Ping asadminコマンドの

ping-connection-poolサブコマンド

を実行する 

 

 

3.20 コネクタ 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

モジュール名 Interstage管理コンソールの配備画面で指定 アプリケーション名 asadminのdeployサブコマンドの

--nameオプションで指定 

J2EEとJava EEとで使用できる文字が違います。詳細は

それぞれ以下を参照してください。 

・J2EE 

 「Interstage管理コンソール」－「ヘルプ」－「配備」 

・Java EE 

 「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EE 6

の概要」－「注意事項」－「配備時の注意事項」－「ア

プリケーションのファイル名の注意事項」 

connector   コネクタ   

定義名 isj2eeadminコマンドで指定するリソース定義

ファイルの<Connector><JcaSourceName>タグ

の値 

 

コネクタリソースのJNDI 

名 

asadminコマンドの

create-jdbc-resourceサブコマン

ドで指定するjndi_name 
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Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"定義名 

ユーザID isj2eeadminコマンドで指定するリソース定義

ファイルの<Connector><User>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"ユーザID" 

コネクタ接続プールの追

加プロパティに

"UserName"または"User"

を指定可能なリソースア

ダプタの場合には、このプ

ロパティの値 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"resources.connector-connectio

n-pool.${jndi-name}.property.$

{PropertyName}" 

 

パスワード isj2eeadminコマンドで指定するリソース定義

ファイルの<Connector><Password>タグの値 

 

Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"パスワード" 

コネクタ接続プールの追

加プロパティに

"Password"を指定可能な

リソースアダプタの場合

には、このプロパティの値 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"resources.connector-connectio

n-pool.${jndi-name}.property.$

{PropertyName}" 

 

プロパティ情報 isj2eeadminコマンドで指定するリソース定義

ファイルの<Connector><ConfigProperties>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"プロパティ

情報" 

コネクタ接続プールの追

加プロパティ 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"resources.connector-connectio

n-pool.${jndi-name}.property.$

{PropertyName}" 

 

グローバルトランザ

クションの利用 

isj2eeadminコマンドで指定するリソース定義

ファイルの<Connector><ConfigProperties>タ

グの値 

 

Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"グローバル

トランザクションの利用" 

コネクタ接続プールのト

ランザクションサポート 

asadminコマンドで操作できる定

義項目の

"resources.connector-connectio

n-pool.${jndi-name}.transactio

n-support" 

 

グローバルトランザ

クションの詳細設定 

データベース連携サービスの環境定義におけ

るリソース定義ファイルのlogfileDir設定 

 

Interstage管理コンソールのconnectorリソー

スアダプタ名：環境設定における"グローバル

トランザクションの詳細設定" 

－   

 

3.21 起動/停止の実行クラス 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

名前 IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Name> 

名前 create-lifecycle-modul

eサブコマンドのオペラ

定義名を指定します。 
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※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > 名前 

ンドで指定します。 

実行するクラス名 IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><ClassNa

me> 

※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > 実行するク

ラス名 

クラス名 create-lifecycle-modul

eサブコマンドの

--classnameオプション

で指定します。 

実行するクラスを指定します。 

実行順 IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Relatio

nalApplicationName>、 

および、 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><CallsOp

tion> 

※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > 実行順 

読み込み順序 create-lifecycle-modul

eサブコマンドの

--loadorderオプション

で指定します。 

Java EE 6のライフサイクルモジュールでは、モジュー

ル間の実行順を「読み込み順序」として数値で指定し

ます。 

引数 IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Args> 

<IJServer><ExecutionClasses><ShutdownClass><Args> 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > 引数 

プロパティ create-lifecycle-modul

eサブコマンドの

--propertyオプションで

指定します。 

Java EE 6のライフサイクルモジュールでは、プロパ

ティを利用して引数を受渡します。 

例外発生時のワーク

ユニット起動 

IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Failure

Option> 

※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > 例外発生時

のワークユニット起動 

－  Java EE 6では、例外発生時の動作を指定することは

できません。 

ワークユニット多重

時の呼出し 

IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Execute

ForEachProcess> 

※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

 

Interstage管理コンソールの実行クラス > ワークユ

ニット多重時の呼出し 

－  J2EEでは、プロセス多重度が2以上のIJServerにおい

て、起動・停止時実行クラスをIJServerで一度だけ呼

び出すことができました。 

Java EE 6では、複数サーバーインスタンスが定義さ

れたIJServerクラスタにおいて、必ずサーバーインス

タンスごとにライフサイクルモジュールが実行され

ます。 
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クラスを実行するコ

ンテナ 

IJServer定義ファイルの以下のタグで指定します。 

<IJServer><ExecutionClasses><StartupClass><Contain

er> 

※停止時実行クラスの場合は、<StartupClass>を

<ShutdownClass>に読み替えてください。 

－  Java EE 6では、WebアプリケーションとEJBアプリケー

ションを別JavaVMで運用する形態のIJServerクラス

タを作成することはできないため、クラスを実行する

コンテナを指定する必要はありません。 

 

3.22 ログ 
J2EE機能名/定義名 J2EE定義方法 Java EE 6機能名/定義名 Java EE 6定義方法 説明 

ロールオーバのタイプ isj2eeadminのijserverサブコマン

ドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Log><Mode>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットのログ定義

画面で指定 

ローテーションのタイプ ■PCMIサービスの定義項目 

<Profile><Log><Rotation><Type> 

 

■HTTPサービスの定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.http-service.access-log

.rotation-policy 

 

■ロガーの定義項目 

com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationPolicy 

 

ロールオーバのサイズ isj2eeadminのijserverサブコマン

ドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Log><Size>タグの値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットのログ定義

画面で指定 

ログサイズ ■PCMIサービスの定義項目 

<Profile><Log><Rotation><Size> 

 

■HTTPサービスの定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.http-service.access-log

.rotation-size 

 

■ロガーの定義項目 

com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationLimitI

nBytes 

 

ロールオーバの開始時

刻(単位:時) 

isj2eeadminのijserverサブコマン

ドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Log><StartTime>タグの

値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットのログ定義

画面で指定 

ログ収集時間 ■PCMIサービスの定義項目 

<Profile><Log><Rotation><Time> 

 

■HTTPサービスの定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.http-service.access-log

.rotation-time 

 

■ロガーの定義項目 

com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationTime 

 

ロールオーバする繰り

返し間隔(単位:時間) 

isj2eeadminのijserverサブコマン

ドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Log><Interval>タグの

－ － Java EE 6機能の場合、ロー

テーションを行う時刻を指

定し、毎日指定した時刻に
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値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットのログ定義

画面で指定 

ローテーションします。 

ログファイルを保管す

る世代数 

isj2eeadminのijserverサブコマン

ドのIJServer定義ファイルの

<IJServer><Log><HistorySize>タグ

の値 

 

Interstage管理コンソールの

IJServerワークユニットのログ定義

画面で指定 

世代数 ■PCMIサービスの定義項目 

<Profile><Log><Rotation><BackupSize> 

 

■HTTPサービスの定義項目 

${clusterName_instanceName_configName}.http-service.isjee-trac

e-log.max-history-files 

 

■ロガーの定義項目 

com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.maxHistoryFile

s 
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