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移行支援資料～Java EE 5機能からJava EE 6機能への

移行ポイント～ 
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第1章 概要 

ここでは、Interstage Application Server におけるJava EE 5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 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サーバー

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

 Java EE 5機能 Java EE 6機能 

製品バージョン V9.2/V9.3/V10 V11 V11 

Servlet規約 2.5 3.0 

JSP規約 2.1 2.2 

EJB規約 3.0 3.1 

Javaバージョン 5.0 

6.0 

6.0 6.0 

7.0 

Webサーバー Interstage HTTP Server 

Microsoft(R) Internet Information Services 

Interstage HTTP Server 2.2 

 

Java EE 5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、Java EE 5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。 

 

Webサーバーについて 

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。 
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Java EE 6機能ではGUIによる操作は行えません。またJava EE 5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。 

 

1.2 機能の違い 

Java EE 5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 Java EE 5実行環境 Java EE 6実行環境 備考 

サポートJava VM J2SE 5.0、Java SE 6 Java SE 6、Java SE 7  

複数プロセス運用 ○ ○  

自動再起動 ○ ○  

最大処理時間監視 ○ ○  

レスポンス監視 ○ ○  

予兆監視 ○ ○  

Javaヒープ/Permanent世代領域不足時

の制御 

○ ○  

DASサービスの監視 × ○  

起動停止出口処理 × ○  

メッセージブローカのEMBEDDED運用 × ○ システム稼働に向けたテスト

およびシステム稼働は、メッ

セージブローカのREMOTE運

用で行ってください。 

JMS接続サービスにおけるスレッドプール

管理の共有モデル 

○ ×  

JAX-RS × ○  

Webサーバーコネクタが通信可能なWeb

サーバー 

Interstage HTTP 

Server 

Microsoft(R) Internet 

Information Services 

Interstage HTTP 

Server 2.2 

 

Webサーバーコネクタのコマンドによる振 ○ ×  

Java EE 5機能 Java EE 6機能 

Java EE 5機能のWebコンテナ 

Webアプリケーション 

Java EE 5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 Java EE 

管理コンソール 

asadmin 

コマンド 

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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り分け操作と状態表示 

セションリカバリ ○ ×  

JSP事前コンパイル ○ ×  

オブジェクトリファレンスのキャッシュ機能 ○ ×  

他ネーミングサービス連携機能 ○ ×  

J2EE連携 ○ ×  

CORBAサービスアプリケーション呼出し ○ ×  

IIOPアクセスログ ○ ×  

IIOPのリクエストの振り分け制御 ○ ×  

IPCOMを利用したIIOP通信 ○ ×  

IIOP通信クライアントの無通信監視機能 ○ ×  

IIOPクライアント認証 ○ ×  

Symfowareの監査証跡 ○ ×  

ログイン認証 OSレルム、ldapレル

ム、fileレルム 

fileレルムのみ  

マスターパスワード × ○  

アプリケーションからJava ロギングAPI

を使用してログ出力 

× ○  

Webサーバーコネクタのログ ○ ×  

メッセージブローカのアクセスログ ○ ×  

Stateful Session Beanインスタンスの無通

信時間監視機能 

○ ○ 動作の違いは「2.2 EJBアプリ

ケーション/JNDI」を参照してく

ださい。 

EJB/JTAメソッドログ ○ ×  

データベーステーブル自動生成機能 ○ ×  

EJBディスパッチ機能 ○ ×  

ディレクトリ展開済みアプリケーションの配

備 

○ ×  

配備時のアプリケーションの検証 ○ ×  

アプリケーションの展開解除 ○ ×  

アプリケーションのオートリロード ○ ×  

モニタロギング ○ ×  

クラスタ連携 ○ ×  

Oracle RAC連携 ○ ×  
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第2章 移行時のポイント 

ここでは、Java EE 5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 操作の違いについて 

コマンド操作について 

Java EE 5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。 

 

 

asadminコマンドをはじめ、Java EE 6機能ではJava EE 5機能と同じ名前のコマンドがあります。Java EE 6機能とJava EE 

5機能のコマンドを区別するため、Java EE 6機能のコマンドを実行するときは、コマンドの絶対パスを指定する必要が

あります。 

 

起動・停止コマンドの復帰について 

Java EE 5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

基盤サービスの起動 

ijdasstart実行 

【Interstage Java EE DAS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】 

asadmin create-cluster実行 

【IJServerクラスタ作成】 

asadmin create-instance実行 

【サーバーインスタンス作成】 

asadmin create-cluster実行 

【IJServerクラスタ作成】 

asadmin create-local-instance実行 

【サーバーインスタンス作成】 

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】 

asadmin start-cluster実行 

【IJServerクラスタ起動】 

asadmin deploy実行 

【配備】 

asadmin stop-cluster実行 

【IJServerクラスタ停止】 
asadmin stop-cluster実行 

【IJServerクラスタ起動】 

asadmin undeploy実行 

【配備解除】 
asadmin undeploy実行 

【配備解除】 

asadmin delete-cluster実行 

【IJServerクラスタ削除】 

asadmin delete-local-instance実行 

【サーバーインスタンス削除】 

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】 

ijdasstop実行 

【Interstage Java EE DAS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】 

Java EE 5機能の場合 Java EE 6機能の場合 
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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。 

 

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、Java EE 6機能の場合、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。 

2.2 EJBアプリケーション/JNDIについて 

Enterprise Beanインスタンスのキャッシング 

Java EE 5におけるStateful Session Beanでは、チューニング項目「SFSB持続性のタイプ」ででBeanインスタンスのキャッ

シングが変更できるようになっています。デフォルトは「none」が設定されており、Beanインスタンスをファイルシス

テムに格納することを抑止するため、ユーザーは不要となったファイルの削除を意識する必要がありません。 

 

Java EE 6では、チューニング項目「SFSB持続性のタイプ」は提供されておらず、Java EE 5で「SFSB持続性のタイプ」

を「file」に設定した場合と同じ動作になります。以下の点に注意してください。 

 IJServerクラスタ停止状態でStateful Session Beanを配備解除した場合、「セッション格納位置」配下の資産は削

除されません。このときはアプリケーション配備解除後にユーザーが資産を削除してください。 

 IJServerクラスタ起動状態でStateful Session Beanを配備解除した場合、「セッション格納位置」配下の資産は削

除されます。IJServerクラスタ起動状態では「セッション格納位置」配下の資産の削除をユーザーは行わないでく

ださい。 

 passivateする時には Beanインスタンスを直列化してファイルシステムに格納します。このため、Beanインスタン

スから参照するオブジェクトが直列化できる (java.io.Serializableインタフェースを実装するなど)必要があり

ます。Beanインスタンスが直列化できない場合には java.io.NotSerializableException例外が発生してpassivate

に失敗し、そのBeanインスタンスは削除されます 

 EJBコンテナはIJServerクラスタの停止時にキャッシュしている全Beanインスタンスをpassivateします。ただし

IJServerクラスタを強制停止した場合は、EJBコンテナはpassivateせずに終了します。 

 

Stateful Session Beanインスタンスの無通信時間監視機能 

Java EE 5におけるStateful Session Beanインスタンスの無通信時間監視機能は、「SFSB持続性のタイプ」の設定内容に

より、動作が異なります。デフォルトである「none」の場合、キャッシュアイドルタイムアウトで設定した一定時間を

超過してもビジネスメソッドが実行されなかったBeanインスタンスはメモリから削除されます。削除したBeanに対して

要求が発行されると、例外をクライアントに通知します。 
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Java EE 6の場合、Java EE 5で「SFSB持続性のタイプ」を「file」に設定した場合と同じ動作になっており、以下の2

段階で監視が行われます。 

1. Beanインスタンスの対話状態を一時的にファイルシステムに保存(passivate) 

キャッシュアイドルタイムアウトで設定した一定時間を超過してもビジネスメソッドが実行されなかったBeanイ

ンスタンスはファイルシステムにpassivateされ、メモリから削除されます。passivateされた Beanに対して要求

が発行されると、コンテナは対話状況をファイルシステムから読み込みBeanを回復(activate)します。コンテナは 

passivateとactivate処理を正常に行った場合は、メッセージを出力しません。 

2. 保存した対話状態をファイルシステムから削除 

削除タイムアウトで設定した一定時間を超過してBeanに対してビジネスメソッドが実行されなかった場合、コンテ

ナが該当のインスタンス、またはpassivateによりファイルシステムに保存した対話状況を削除します。削除した

Beanに対して要求が発行されると、例外をクライアントに通知します。JNDI から新しいStateful Session Bean

の参照を取得し対話をし直してください。 

 

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Java EE 5で提供されています。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。 

 

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。 

2.3 IIOP通信について 

IIOP接続の待機時間監視機能について 

Java EE 5では、本監視機能の設定において、タイムアウトの判定時にコネクションの接続処理時間を含めるか、含めな

いかを選択することができましたが、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。 

IIOP接続の待機時間監視機能についての詳細は「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EEアプリケーション実行

環境の提供機能」－「IIOP通信で使用できる時間監視機能」－「IIOP接続の待機時間監視機能」を参照してください。 

 

スレッドプールの最大プールサイズの見積もりについて 

Enterprise Beanごとのスレッドプールの最大プールサイズの見積もり数に差異があります。 

Java EE 5の場合、「最大プールサイズ  ＝  想定される最大クライアント多重度」になりますが、 

Java EE 6の場合、「最大プールサイズ  ＝  想定される最大クライアント多重度×2」で見積もる必要があります。 

 

スレッドプールの見積もりについての詳細は「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EE 6機能のチューニング」

－「EJBコンテナのチューニング」－「スレッドプーリング」を参照してください。 

2.4 Webアプリケーションについて 

HTTPリクエストパラメータ数の制限 

V10.1以前のJava EE 5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、V11以降のJava EE 5及び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。 

 

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 

Java EE 5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
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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。 

 

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。 

 

welcom fileに該当するファイルがない場合のディレクトリ、ファイル一覧の表示 

welcom fileに該当するファイルが存在しない場合のディレクトリ配下のディレクトリやファイルの一覧の表示につい

て、Java EE 5とJava EE 6とで違いがあります。 

Java EE 5では、welcome file(省略時はデフォルト設定)に該当するファイルがない場合は、Interstage Web application 

deployment descriptor(sun-web.xml)でファイル一覧を有効にしているかによって、ステータスコード404(ファイルが

存在しない)、またはその実体となるディレクトリ配下のディレクトリやファイルの一覧が表示されます。 

Java EE 6では、welcome file(省略時はデフォルト設定)に該当するファイルがない場合でも、実体となるディレクトリ

配下のディレクトリやファイルの一覧は表示しません。 

 

「コンテキストの共有」のデフォルト値 

他のWebアプリケーションへのディスパッチを許可するかを定義する「コンテキストの共有（crossContextAllowed）」の

デフォルト値がJava EE 5とJava EE 6とで異なります。 

 

Java EE 5では、以下で設定するコンテキストの共有の値がデフォルトで無効（許可しない）となります。 

Interstage Web application deployment descriptor(sun-web.xml)の<sun-web-app><property>タグ 

プロパティ名：crossContextAllowed 

 

Java EE 6では、以下で設定するコンテキストの共有の値がデフォルトで有効（許可する）となります。 

Interstage Web application deployment descriptor(glassfish-web.xml)の<glassfish-web-app><property>タグ 

プロパティ名：crossContextAllowed 

 

Servlet APIについて 

Servlet APIである「ServletRequest#getLocalName」メソッドの復帰地について、Java EE 5とJava EE 6で違いがあり

ます。 

/etc/hostsが以下のような場合、Java EE 5では、「127.0.0.1」が取得されますが、Java EE 6では、「localhost」が取

得されます。 

127.0.0.1 localhost 

 

Java EE 6で、IPアドレスを取得する場合は、「ServletRequest#getLocalAddr」メソッドを利用してください。 
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2.5 JMSについて 

メッセージブローカの運用形態について 

Java EE 6におけるメッセージブローカのデフォルトの運用形態はREMOTE運用で、Java EE 5と同様に、Interstage Java 

EE 6 DASサービス／サーバーインスタンスとは別のプロセスで動作します。この運用形態では、Interstage Java EE 6 DAS

サービス／サーバーインスタンス上で動作するJava EEアプリケーション、および別プロセスで動作するJMSクライアン

トアプリケーションが、メッセージブローカとメッセージの送受信を行います。 

Java EE 6では、Interstage Java EE 6 DASサービスと同一のプロセス上で動作し、Interstage Java EE 6 DASサービス

でJMSを使用する場合にだけ運用できる形態としてEMBEDDED運用があります。EMBEDDED運用については、以下の特徴から、

実業務運用には使用しないでください。 

 Interstage Java EE 6 DASサービスだけ動作保証しています。 

 本運用しているメッセージブローカを停止するためには、Interstage Java EE 6 DASサービスを停止する必要があ

ります。 

 IJServerクラスタで動作するJava EEアプリケーションから、本運用しているメッセージブローカへの通信はサ

ポートしていません。 

 以下の定義項目をデフォルト値から変更して運用できません。 

 接続サービスに関するプロパティ 

 ルーティングサービスに関するプロパティ 

 物理格納先の自動生成に関するプロパティ 

 持続サービスに関するプロパティ 

 セキュリティに関するプロパティ 

 ログ機能に関するプロパティ 

 

メッセージブローカの運用形態の詳細は「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EEアプリケーション実行環境の

提供機能」－「メッセージブローカ」を参照してください。 

 

メッセージブローカの管理コマンドについて 

メッセージブローカの管理に使用するimqcmdについて、Java EE 5とJava EE 6で、使用可能なサブコマンドが異なって

います。Java EE 5でサポートしていた以下のサブコマンドはJava EE 6では使用できません。 

 pause svc サブコマンド 

 quiesce bkr サブコマンド 

 resume svc サブコマンド 

 unquiesce bkr サブコマンド 

 update bkr サブコマンド 

 update svc サブコマンド 

 

メッセージブローカ上でのスレッドプール管理のスレッドモデルについて 

Java EE 5では、スレッドプール管理のスレッドモデルとして、接続ごとに受信用と送信用の2つの専用スレッドを使用

する専用モデルと、メッセージの送受信時に共有スレッドにより接続を処理する共有モデルの2つがあります。 

Java EE 6では、スレッドプール管理のスレッドモデルは専用モデルのみとなります。 

スレッドプール管理のスレッドモデルについての詳細は「Java EE運用ガイド(Java EE 6編)」－「Java EEアプリケーショ

ン実行環境の提供機能」－「接続サービス」を参照してください。 

2.6 クラスローダについて 

コンテキストクラスローダからルート（"/"）のリソース取得時の値 

アプリケーションにおいて、コンテキストクラスローダから以下のようにパスを取得すると、Java EE 5とJava EE 6で
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取得できるパスに違いがあります。 

Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResource("/").getPath(); 

 

Java EE 5ではWebアプリケーションの「WEB-INF/classes」のパスの値が取得されますが、Java EE 6ではシステムのルー

トパスになります。Java EE 6においてJava EE 5と同様の値を取得したい場合は、以下のように、Servlet APIを利用し

てパスを取得するようにしてください。 

例： 

getServletContext().getRealPath("/WEB-INF/classes"); 

 

 

2.7 Java Mailについて 

Java Mailでサポートする認証方法 

Java Mailでサポートする認証方法についてJava EE 5とJava EE 6で違いがあります。Java EE 5では、NTLM認証をサポー

トしていませんでしたが、Java EE 6ではNTML認証をサポートします。Java EE 6では、NTLM認証が実行されるため、正

常に認証されるように対応するか、メールサーバーでNTLM認証を無効にする必要があります。 
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第3章 Java EE 5に対応するJava EE 6の定義項目 

ここでは、Java EE 5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 ドメインの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

ロケール なし 以下のいずれかの形式で有効なロケールを指定します。 

    language 

    language_country 

※languageには2桁の小文字からなるISO-639 コードを指

定します。 

※countryには2桁の大文字からなる ISO-3166 コードを指

定します。 

- - Java EE 6では、設定できません。 

Javaバージョン 6 6 7 6,7 Java EE 5では初期化コマンド(ijinit)

で変更可能です。Java EE 6は再イ

ンストールで変更します。 

管理者パスワード なし 以下の文字列を指定できます。8～20文字、英数字記号

(0x21-0x7e)※空白、制御コードを除く ascii文字 

なし マルチバイト文字、および空白や制御コードは使

用できない 

 

 

3.2 Interstage Java EE Node Agentサービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

Node Agent名 ijna ijna - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 
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システムJMXコネクタ名 system system - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

IJServerクラスタの自動起

動 

true true 

false 

- - 自動起動させたい場合は、PCMIサービスの出口機能定

義ファイルで設定。 

Node Agentの追加プロパ

ティ 

なし 文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタ名 system system - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタプロトコル rmi_jrmp rmi_jrmp - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタアドレス 0.0.0.0 文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタポート 空ポートが使用される 1～65535 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタレルム名 admin-realm admin-realm - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

JMXコネクタの追加プロパ

ティ 

なし 文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

レルム名 admin-realm admin-realm - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

レルムクラス名 com.fujitsu.interstage.javaee.sec

urity.auth.realm.os.OSRealm 

com.fujitsu.interstage.javaee.security.auth.realm.os.OSRealm 

com.sun.enterprise.security.auth.realm.file.FileRealm 

com.sun.enterprise.security.auth.realm.ldap.LDAPRealm 

- - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

レルムの追加プロパティ - 1～512文字の文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

ログ出力ディレクトリ [Java EE共通ディレクト

リ]/nodeagents/ijna/agent/logs 

文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

ローテーションのタイプ logsize logsize 

time 

- - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

ログサイズ 1 1～512(Mbyte) - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

ログ収集時間 0 0～23(時間) - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

世代数 1  1～9(世代) - - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

 

3.3 サーバーインスタンスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

サーバーインスタンス名 - - - - 設定/変更はできません。 
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アプリケーション参照 - - - - Java EE 6では使用できません。 

アプリケーション参照の可

否 

true true 

false 

- - Java EE 6では使用できません。 

アプリケーション名 なし 文字列 - - Java EE 6では使用できません。 

リソース参照 - - - -  

リソース参照の可否 true true 

false 

true true 

false 

 

リソース名 なし 文字列 なし 文字列  

システムプロパティ なし 文字列 なし 文字列  

 

3.4 クラスタの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

IJServerクラスタ名 - 1～28バイトまでの半角英数字および

'_'を含めた文字列を利用できます。 

- 1～28バイトまでの半角英数字および

'_'を含めた文字列を利用できます。 

設定/変更はできません。 

アプリケーション参照 - - - - Java EE 6では使用できません。 

アプリケーション参照の可

否 

true true 

false 

- - Java EE 6では使用できません。 

アプリケーション名 なし 文字列 なし - Java EE 6では使用できません。 

リソース参照 - - - -  

リソース参照の可否 true true 

false 

true true 

false 

 

リソース名 なし 文字列 なし 文字列  

ハートビートポート - 1024～49151 - - Java EE 6では使用できません。 

ハートビートアドレス - 文字列 - - Java EE 6では使用できません。 

ハートビート true true 

false 

- - Java EE 6では使用できません。 
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3.5 アプリケーションに関する定義項目 

 

3.5.1 Java EEアプリケーションの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

名前 アプリケーションの

ファイル名から拡張

子を除いた値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

アプリケーションのファイ

ル名から拡張子を除いた

値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、

‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

設定/変更はできません。 

場所 ドメインルートの

/applications/配下 

文字列 サーバーインスタンスの

ルートディレクトリの

/applications/配下 

文字列 設定/変更はできません。 

 

ライブラリ なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指定した場合、ク

ラスを正しくロードできない可能性があります。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、各ライブラリの

パスを以下の文字で区切って指定します。 

[Windows32/64] 

; 

[Solaris32/64][Linux32/64] 

: 

なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指定した場

合、クラスを正しくロードできない可能性が

あります。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、各ライブ

ラリのパスを‘,’で区切って指定します。 

 

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

説明 なし 文字列 なし 文字列  

Webサービス名 なし 文字列 - - 「Webサービスのモニタリングを設定

したWebサービスのエンドポイント

名」で設定/変更はできません。
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Java EE 6では本定義に相当する定

義は存在しません。 

 

3.5.2 Webアプリケーションの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

名前 アプリケーションのファ

イル名から拡張子を除

いた値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、

‘.’、‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定

可能 

アプリケーションのファイル名

から拡張子を除いた値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、

‘.’、‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定

可能 

設定/変更はできません。 

コンテキストルート アプリケーションのファ

イル名から拡張子を除

いた値 

文字列 アプリケーションのファイル名

から拡張子を除いた値 

文字列  

場所 ドメインルートの

/applications/配下 

文字列 サーバーインスタンスのルート

ディレクトリの/applications/配

下 

文字列 設定/変更はできません。 

 

ライブラリ なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指定し

た場合、クラスを正しくロードできない

可能性があります。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、各ラ

イブラリのパスを以下の文字で区切っ

て指定します。 

[Windows32/64] 

; 

[Solaris32/64][Linux32/64] 

: 

なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指定し

た場合、クラスを正しくロードできない

可能性があります。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、各ラ

イブラリのパスを‘,’で区切って指定し

ます。 

 

状態 true true true true  
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false false 

説明 なし 文字列 なし 文字列  

Webサービス名 なし 文字列 - - 「Webサービスのモニタリングを設定した

Webサービスのエンドポイント名」で設定

/変更はできません。Java EE 6では本

定義に相当する定義は存在しません。 

 

3.5.3 EJBモジュールの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

名前 アプリケーションのファ

イル名から拡張子を除

いた値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

アプリケーションの

ファイル名から拡張子

を除いた値 

・英数字、または特殊文字(‘-’、

‘_’、‘.’、‘;’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ

指定可能 

設定/変更はできません。 

場所 ドメインルートの

/applications/配下 

文字列 サーバーインスタンス

のルートディレクトリの

/applications/配下 

文字列 設定/変更はできません。 

 

ライブラリ なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指定した場合、

クラスを正しくロードできない可能性がありま

す。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、各ライブラリ

のパスを以下の文字で区切って指定します。 

[Windows32/64] 

; 

[Solaris32/64][Linux32/64] 

: 

なし 文字列 

以下は、指定しないでください。指

定した場合、クラスを正しくロードで

きない可能性があります。 

・2Byte文字 

・最後尾に空白文字(スペース、タ

ブ) 

 

複数のライブラリを指定する場合、

各ライブラリのパスを‘,’で区切っ

て指定します。 

 

状態 true true true true  
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false false 

説明 なし 文字列 なし 任意の文字列  

Webサービス名 なし 文字列 - - 「Webサービスのモニタリングを設定したWeb

サービスのエンドポイント名」で設定/変更はで

きません。Java EE 6では本定義に相当する定

義は存在しません。 

 

3.5.4 ライフサイクルモジュールの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

名前 - 英数字、または特殊文字(‘\’、‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

- 文字列 設定/変更はできません。 

クラス名 なし 文字列 なし 文字列  

クラスパス なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

読み込み順序 なし 100～システムのMAXINT値 なし 100～システムのMAXINT値  

説明 なし 文字列 なし 文字列  

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、または特殊文字('-' 、'_' 、'.'、'/'、';'、'#') 

先頭には、半角英数字または‘_’のみ指定可能 

1～512文字の文字列 

■プロパティ値: 

1～512文字の文字列 

なし ■プロパティ名: 

半角英数字、または特殊文

字('-' 、'_' 、'.'、'/'、';'、'#') 

先頭には、半角英数字また

は‘_’のみ指定可能 

1～512文字の文字列 

■プロパティ値: 

1～512文字の文字列 
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3.6 リソースに関する定義項目 

 

3.6.1 JDBC接続プールの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

接続プール名 なし 半角英数字、または特殊文字('-'、'_'、'.'、'/'、

';') 

先頭には、半角英数字または‘_’のみ指定可

能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできません。 

データソースクラス名 なし 文字列 なし 文字列  

リソースタイプ なし javax.sql.ConnectionPoolDataSource 

javax.sql.DataSource 

javax.sql.XADataSource 

なし javax.sql.ConnectionPoolDataSource 

javax.sql.DataSource 

javax.sql.XADataSource 

 

説明 なし 文字列 なし 文字列  

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

・半角英数字、マルチバイト文字、または特殊

文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、半角英数字またはマルチバイト

文字が指定可能 

■プロパティ値: 

・文字列 

なし ■プロパティ名 

・半角英数字、マルチバイト文字、または

特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、半角英数字またはマルチバ

イト文字が指定可能 

■プロパティ値 

任意の文字列 

 

初期および最小プー

ルサイズ 

8 0～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以下) 

8 0～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以下) 

 

最大プールサイズ 32 1～2147483647(個) 

(初期および最小プールサイズ以上、かつ

プールサイズ変更量以上) 

32 1～2147483647(個) 

(初期および最小プールサイズ以上、か

つプールサイズ変更量以上) 

 

プールサイズ変更量 2 1～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以下) 

2 1～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以下) 
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アイドルタイムアウト 300 0～2147483647(秒) 300 0～2147483647(秒)  

最大待ち時間 60000 0～2147483647(ミリ秒) 60000 0～2147483647(ミリ秒)  

接続検証 true true 

false 

true true 

false 

連携するデータベースがSymfoware ServerのNative

インタフェースの場合、Connection Managerの利用を推

奨します。 

検証方法 rollback rollback 

table 

isValid isValid 

table 

・rollback 

アプリケーションサーバは、接続に対してrollback()メ

ソッドを呼び出して検証します。 

・table 

アプリケーションサーバは、指定したデータベースの

テーブルにSQL文を発行して検証します。指定する

テーブルは実在し、アクセス可能である必要がありま

す。この検証方法では指定したテーブルの行数をカウ

ントするSQL文を発行するため、多くの行を持つテーブ

ルや、頻繁にアクセスされているテーブルは指定しない

でください。 

・isValid 

データベースがSymfoware、PRIMEFLEX for HA 

DatabaseのNative SQLの場合、アプリケーションサー

バはSQL文「SELECT 1」を発行して接続を検証します。 

データベースがSymfoware、PRIMEFLEX for HA 

DatabaseのNative SQL以外の場合、アプリケーション

サーバは接続のisValid()メソッドを呼び出して接続を検

証します。 

テーブル名 なし 文字列 なし 任意の文字列  

すべての障害で false true 

false 

false true 

false 

 

非トランザクション接

続 

false true 

false 

false true 

false 

 

トランザクション開始

後の接続のみ参加 

false true 

false 

false true 

false 

 

トランザクション遮断 JDBCドライ

バによって設

定されるデ

フォルトの遮

read-uncommitted 

read-committed 

repeatable-read 

serializable 

JDBCドライバ

によって設定さ

れるデフォルト

の遮断レベル 

read-uncommitted 

read-committed 

repeatable-read 

serializable 
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断レベル 

遮断レベル true true 

false 

true true 

false 

 

文のタイムアウト -1 -1～2147483647 -1 -1～2147483647  

プーリング true true 

false 

true true 

false 

Java EE 5機能において、プーリングを無効にした場

合、以下のJDBC接続プールの定義項目は無効となり

ます。 

・初期および最小プールのサイズ 

・最大プールのサイズ 

・プールサイズの変更量 

・アイドルタイムアウト 

・最大待ち時間 

・すべての障害で 

 

Java EE 6機能において、プーリングを無効にした場

合、以下のJDBC接続プールの定義項目は無効となり

ます。 

・初期および最小プールのサイズ 

・プールサイズの変更量 

・アイドルタイムアウト 

・最大待ち時間 

・すべての障害で 

・リーク再要求 

プーリングが無効の場合でも、以下のJDBC接続プー

ルの定義項目は動作します。 

・最大プールのサイズ 

特定のアプリケーションがJDBC接続を大量に取得す

ることを抑止します。 

リークタイムアウト 0 0～2147483647 0 0～2147483647  

リーク再要求 false true 

false 

false true 

false 

 

作成再試行回数 0 0～2147483647 0 0～2147483647  

再試行間隔 10 1～2147483647 10 1～2147483647  

監査ログへのアクセ

ス情報出力 

 false true 

false 

- - Java EE 6では、本定義に相当する定義は存在しませ

ん。 



 

23 

 

 

 

 

3.6.2 JDBCリソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-

‘、’.’、’/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’

¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできません。 

接続プール名 なし 文字列 なし 文字列  

説明 なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

 

3.6.3 JMS接続ファクトリの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、または特殊文字('-'、'_'、'.'、'/'、';') 

先頭には、半角英数字または‘_’だけ指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできません。 

リソースタイプ なし javax.jms.TopicConnectionFactory 

javax.jms.QueueConnectionFactory 

javax.jms.ConnectionFactory 

なし javax.jms.TopicConnectionFactory 

javax.jms.QueueConnectionFactory 

javax.jms.ConnectionFactory 

 

説明 なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

UserName guest 文字列 guest 文字列  
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Password guest 文字列 guest 文字列  

ClientId なし 文字列 なし 文字列  

任意のプロパティ名 なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文

字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字

が指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ■プロパティ名 

半角英数字（先頭指定可能） 

マルチバイト文字（先頭指定可能） 

特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

■プロパティ値 

任意の文字列 

 

初期および最小プー

ルサイズ 

8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

最大プールサイズ 32 1～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、かつプー

ルサイズ変更量以上) 

32 1～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、かつ

プールサイズ変更量以上) 

 

プールサイズ変更量 2 1～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

2 1～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

アイドルタイムアウト 300 0～2147483647 300 0～2147483647  

最大待ち時間 60000 0～2147483647 60000 0～2147483647  

すべての障害で false true 

false 

- - Java EE 6では、本定義に相当する定義は存在しません。 

トランザクションサ

ポート 

なし XATransaction 

LocalTransaction 

NoTransaction 

なし XATransaction 

LocalTransaction 

NoTransaction 

 

接続検証 false true 

false 

- - Java EE 6では、本定義に相当する定義は存在しません。 

 

3.6.4 JMS送信先リソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-

‘、’.’、’/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’

なし 文字列  
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{‘、’¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

物理送信先名 なし 半角英数字、下線文字(‘_’)、またはドル記号(‘$’) 

先頭には、半角数字を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～512文字の文字列 

文字列が「mq.sys.dmq」でリソースタイプがjavax.jms.Queue

の指定 

なし 半角数字 

半角英字（先頭指定可能） 

下線文字(‘_’)（先頭指定可能） 

ドル記号(‘$’)（先頭指定可能） 

1～512文字の任意の文字列 

文字列が「mq.sys.dmq」でリソースタイプが

javax.jms.Queueの指定 

 

リソースタイプ なし javax.jms.Topic 

javax.jms.Queue 

なし javax.jms.Topic 

javax.jms.Queue 

 

説明 なし 文字列 - - Java EE 6では本定義は提供していません。 

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、

‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可

能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ■プロパティ名 

半角英数字（先頭指定可能） 

マルチバイト文字（先頭指定可能） 

特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

■プロパティ値 

任意の文字列 

 

 

3.6.5 JavaMailセッションの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし ・半角英数字、半角空白、または特殊文

字(‘!’、’(‘、’)’、’-‘、’.’、’/’、’;’、’

<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’

¦’、’}’、’~’) 

・先頭には、半角空白を除く上記の任意

なし ・半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’

(‘、’)’、’-‘、’.’、’/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’

\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’¦’、’}’、’~’) 

・先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が

指定可能 

設定/変更はできません。 
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の文字が指定可能 

・1～255文字の文字列 

・1～255文字の文字列 

ストアプロトコル imap ・imap 

・pop3 

imap ・imap 

・pop3 

 

ストアプロトコルクラス com.sun.mail.imap

.IMAPStore 

・com.sun.mail.imap.IMAPStore 

・com.sun.mail.pop3.POP3Store 

com.sun.mail.imap.I

MAPStore 

・com.sun.mail.imap.IMAPStore 

・com.sun.mail.pop3.POP3Store 

 

トランスポートプロトコル

（Java EE 5） 

転送プロトコル（Java EE 6） 

smtp smtp smtp smtp Java EE 5とJava EE 6とで定義項

目名が異なります。 

トランスポートプロトコルクラ

ス(Java EE 5) 

転送プロトコルクラス(Java 

EE 6) 

com.sun.mail.smtp

.SMTPTransport 

com.sun.mail.smtp.SMTPTransport com.sun.mail.smtp.S

MTPTransport 

com.sun.mail.smtp.SMTPTransport Java EE 5とJava EE 6とで定義項

目名が異なります。 

メールホスト なし 文字列 なし 文字列  

デフォルトユーザ なし 文字列 なし 文字列  

デフォルトの返信用アドレス なし 文字列 なし 文字列  

デバッグ false ・true 

・false 

false ・true 

・false 

 

状態 true ・true 

・false 

- - 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。常に有

効な状態となります。 

説明 なし 文字列 なし 文字列  

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または

特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイ

ト文字が指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字

(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が

指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 

 

 

3.6.6 コネクタ接続プールの定義項目 

■コネクタ接続プール 
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プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

接続プール名 なし  なし  設定/変更はできません。 

リソースアダプタ名 なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

接続定義名 なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

説明 なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

追加プロパティ なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

初期および最小プールサイ

ズ 

8 0～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以

下) 

8 0～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以

下) 

 

最大プールサイズ 32 1～2147483647(個) 

(初期および最小プール

サイズ以上、かつプー

ルサイズ変更量以上) 

32 1～2147483647(個) 

(初期および最小プール

サイズ以上、かつプー

ルサイズ変更量以上) 

 

プールサイズ変更量 2 1～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以

下) 

2 1～2147483647(個) 

(最大プールサイズ以

下) 

 

アイドルタイムアウト 300 0～2147483647(秒) 300 0～2147483647(秒)  

最大待ち時間 60000 0～2147483647(ミリ秒) 60000 0～2147483647(ミリ秒)   

接続検証 true true 

false 

true true 

false 

 

すべての障害で false true 

false 

false true 

false 

  

トランザクションサポート なし XATransaction 

LocalTransaction 

NoTransaction 

なし XATransaction 

LocalTransaction 

NoTransaction 

 

セキュリティーマップ名 なし 文字列 なし 文字列  

Principal(主体) なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

ユーザーグループ なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

ユーザ名 なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  

パスワード なし 任意の文字列 なし 任意の文字列  
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3.6.7 コネクタリソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-‘、’.’、’

/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできません。 

接続プール名 なし 文字列 なし 文字列  

説明 なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

 

3.6.8 管理オブジェクトリソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-‘、’.’、’

/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はで

きません。 

リソースタイプ なし 文字列 なし 文字列  

リソースアダプタ名 なし 文字列 なし 文字列  

接続プール名 なし 文字列 なし 文字列  

説明 なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、

‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可能 

なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、

‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可能 
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■プロパティ値: 

文字列 

■プロパティ値: 

文字列 

 

3.6.9 リソースアダプタ定義情報の定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

リソースアダプタ名 なし 文字列 なし 文字列 設定/変更はできません。 

スレッドプールID なし 文字列 なし 文字列  

 

3.6.10 カスタムリソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-‘、’.’、’

/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’{‘、’¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできま

せん。 

リソースタイプ なし 文字列 なし 文字列  

ファクトリクラス なし 文字列 なし 文字列  

説明 なし 文字列 なし 文字列   

状態 true true 

false 

true true 

false 

  

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、

‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、

‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 
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3.6.11 外部リソースの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JNDI名 なし 半角英数字、半角空白、または特殊文字(‘!’、’(‘、’)’、’-

‘、’.’、’/’、’;’、’<’、’>’、’@’、’\’、’ ’̂、’_’、’ ’̀、’

{‘、’¦’、’}’、’~’) 

先頭には、半角空白を除く上記の任意の文字が指定可能 

1～255文字の文字列 

なし 文字列 設定/変更はできません。 

リソースタイプ なし 文字列 なし 文字列  

ファクトリクラス なし 文字列 なし 文字列  

JNDI検索 なし 文字列 なし 文字列  

説明 なし 文字列 なし 文字列  

状態 true true 

false 

true true 

false 

 

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、

‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定可

能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊文字(‘-’、

‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文字が指定

可能 

■プロパティ値: 

文字列 

 

 

3.7 メッセージブローカのオプションプロパティ 

3.7.1 接続サービスに関するプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 
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imq.<serviceName>.max_thr

eads  

jms: 

1000 

admin: 

10 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(2～2147483647) 

■imqcmd 

△別名で設定可能 

(2～2147483647) 

jms: 

1000 

admin: 

10 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

2～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update svcはサポートされていま

せん。 

imq.<serviceName>.min_thre

ads  

jms: 

10 

admin: 

4 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(0～2147483647) 

■imqcmd 

△別名で設定可能 

(0～2147483647) 

jms: 

10 

admin: 

4 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

0～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update svcはサポートされていま

せん。 

imq.<serviceName>.threadp

ool_model  

dedicated ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

dedicated 

shared 

- - Java EE 6ではスレッドプール管理のスレッドモデルの変

更はできません。 

imq.<serviceName>.tcp.port  0 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(0～65535) 

■imqcmd 

△別名で設定可能 

(1～65535) 

0 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

0～65535の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update svcはサポートされていま

せん。 

 

3.7.2 ルーティングサービスに関するプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

imq.destination.DMQ.trunca

teBody 

false ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

■imqcmd 

false ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

true 

false 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされてい

ません。 
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○設定可能 

true 

false 

imq.message.expiration.inter

val 

60 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(1～2147483647) 

60 ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

1～2147483647の整数値 

 

imq.message.max_size 70m ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

70m ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされてい

ません。 

imq.system.max_count -1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

-1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされてい

ません。 

imq.system.max_size -1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

-1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされてい

ません。 

imq.transaction.producer.ma

xNumMsgs 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(1～2147483647) 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

1～2147483647の整数値 

 

imq.transaction.consumer.m

axNumMsgs 

100 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(1～2147483647) 

100 ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

1～2147483647の整数値 

 

 

3.7.3 物理格納先自動生成に関するプロパティ 
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プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

imq.autocreate.destination.

maxBytesPerMsg 

10m ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

10m ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1, 1～2147483647の整数値 

 

imq.autocreate.destination.

maxTotalMsgBytes 

10240m ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

10240m ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

 

imq.autocreate.destination.li

mitBehavior 

REJECT_NE

WEST 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

FLOW_CONTROL 

REMOVE_OLDEST 

REMOVE_LOW_PRIORITY 

REJECT_NEWEST 

REJECT_NEWE

ST 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

FLOW_CONTROL 

REMOVE_OLDEST 

REMOVE_LOW_PRIORITY 

REJECT_NEWEST 

 

imq.autocreate.destination.

maxNumMsgs 

100000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

100000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

 

imq.autocreate.destination.

maxNumProducers 

100 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

100 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

 

imq.autocreate.destination.u

seDMQ 

true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

 

imq.autocreate.queue true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

■imqcmd 

○設定可能 

true 

false 

true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.autocreate.queue.consu

merFlowLimit 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 
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imq.autocreate.queue.maxN

umActiveConsumers 

-1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

-1 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.autocreate.queue.maxN

umBackupConsumers 

0 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

0 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.autocreate.topic true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

■imqcmd 

○設定可能 

true 

false 

true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.autocreate.topic.consu

merFlowLimit 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

1000 ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

  

 

3.7.4 持続サービスに関するプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

imq.persist.file.sync.enabled false ■imqbrokerd 

○設定可能 

true 

false 

false ■imqbrokerd,imqsvcadmin,install 

○設定可能 

true 

false 
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3.7.5 セキュリティに関するプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

imq.accesscontrol.enabled true ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

true 

false 

true ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

 

 

 

3.7.6 ログ機能に関するプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

imq.destination.logDeadMsg

s 

false ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

true 

false 

■imqcmd 

○設定可能 

true 

false 

false ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

true 

false 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.log.file.rolloverbytes 268435456(256MB) ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

(-1, 

1～9223372036854775807) 

■imqcmd 

○設定可能 

268435456(256M

B) 

■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～9223372036854775807の整

数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 
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(-1～2147483647) 

imq.log.file.rolloversecs 604800(1週間) ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

(-1, 

1～9223372036854775807) 

■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

604800(1週間) ■imqbrokerd,imqsvcadmin install 

○設定可能 

-1,1～9223372036854775807の整

数値 

Java EE 6では、imqcmd update bkrはサポートされていま

せん。 

imq.log.timezone 該当地域のタイム

ゾーン 

■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

文字列 

- - Java EE 6では本定義はサポートされていません。設定変

更は不要です。 

imq.log.access.level NORMAL ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

NORMAL 

NONE 

- - Java EE 6では、メッセージブローカのアクセスログはサ

ポートされていません。 

imq.log.access.rolloverbytes 268435456(256MB) ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

(-1, 

1～9223372036854775807) 

- - Java EE 6では、メッセージブローカのアクセスログはサ

ポートされていません。 

imq.log.access.rolloversecs 604800(1週間) ■imqbrokerd,imqsvcadmin 

install 

○設定可能 

(-1, 

1～9223372036854775807) 

- - Java EE 6では、メッセージブローカのアクセスログはサ

ポートされていません。 

 

3.7.7 物理格納先の生成または更新に関するプロパティ 

 

プロパティ Java EE 5 Java EE 6 備考 
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省略値 範囲 省略値 範囲 

consumerFlowLimit 1000 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

1000 ■imqcmd 

○設定可能 

-1～2147483647の整数値 

 

maxBytesPerMsg -1 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

-1 ■imqcmd 

○設定可能 

-1～2147483647の整数値 

 

maxTotalMsgBytes -1 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

-1 ■imqcmd 

○設定可能 

-1～2147483647の整数値 

 

limitBehavior REJECT_NEWES

T 

■imqcmd 

○設定可能 

FLOW_CONTROL 

REMOVE_OLDEST 

REMOVE_LOW_PRIORITY 

REJECT_NEWEST 

REJECT_NEWES

T 

■imqcmd 

○設定可能 

FLOW_CONTROL 

REMOVE_OLDEST 

REMOVE_LOW_PRIORITY 

REJECT_NEWEST 

 

maxNumActiveConsumers -1 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

-1 ■imqcmd 

○設定可能 

-1, 1～2147483647の整数値 

 

maxNumBackupConsumers 0 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

0 ■imqcmd 

○設定可能 

-1～2147483647の整数値 

 

maxNumMsgs -1 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1～2147483647) 

-1 ■imqcmd 

○設定可能 

-1～2147483647の整数値 

 

maxNumProducers 100 ■imqcmd 

○設定可能 

(-1, 1～2147483647) 

100 ■imqcmd 

○設定可能 

-1,1～2147483647の整数値 

 

useDMQ true ■imqcmd 

○設定可能 

true 

false 

true ■imqcmd 

○設定可能 

true 

false 
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3.8 動作環境に関する定義項目 

 

3.8.1 定義時に利用できるプロパティ 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

com.sun.aas.installRoot C:\Interstage\F3FMisjee 

/opt/FJSVisjee 

- C:\Interstage\F3FMisje6\glassfish 

/opt/FJSVisje6/glassfish 

-  

com.sun.aas.javaRoot C:\Interstage\JDK6 

/opt/FJSVawjbk/jdk6 

- C:\Interstage\JDK7 

/opt/FJSVawjbk/jdk7 

-  

com.sun.aas.instanceRoot ■サーバーインスタンス 

[Java EE共通ディレクトリ]\nodeagents\ijna\[サーバーインスタンス

名] 

[Java EE共通ディレクトリ]/nodeagents/ijna/[サーバーインスタンス

名] 

■Interstage Java EE DASサービス 

[Java EE共通ディレクトリ]\domains\interstage 

[Java EE共通ディレクトリ]/domains/interstage 

■Interstage Java EE Node Agentサービス 

[Java EE共通ディレクトリ]\nodeagents\ijna\agent 

[Java EE共通ディレクトリ]/nodeagents/ijna/agent 

- ■サーバーインスタンス 

[Java EE 6共通ディレクトリ]\nodes\localhost-domain1\[サーバー

インスタンス名] 

[Java EE 6共通ディレクトリ]/nodes/localhost-domain1/[サーバー

インスタンス名] 

■Interstage Java EE DASサービス 

[Java EE 6共通ディレクトリ]\domains\domain1 

[Java EE 6共通ディレクトリ]/domains/idomain1 

-  

com.sun.aas.derbyRoot C:\Interstage\F3FMisjee\javadb 

/opt/FJSVisjee/javadb 

- C:\Interstage\F3FMisje6\javadb 

/opt/FJSVisje6/javadb 

-  

com.sun.aas.hostName マシンのホスト名 - マシンのホスト名 -  

file.separator / - Windowsの場合"\"が使用される 

Solaris/Linuxの場合は"/"が使用される。 

-  

path.separator Windowsの場合";"が使用される 

Solaris/Linuxの場合は":"が使用される。 

- Windowsの場合";"が使用される 

Solaris/Linuxの場合は":"が使用される。 

-  

HTTP_LISTENER_PORT 28090 5001～65535 28292 1～65535  

IIOP_LISTENER_PORT 23700 1～65535 29700 1～65535  
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IIOP_SSL_LISTENER_PORT 23820 1～65535 29820 1～65535  

IIOP_SSL_MUTUALAUTH_P

ORT 

23920 1～65535 29920 1～65535  

JMX_SYSTEM_CONNECTO

R_PORT 

28686 1～65535 28696 1～65535  

JMS_PROVIDER_PORT - - - -  

 

3.8.2 設定の定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

設定名 なし 設定名には、1～35バイトまでの半角英数字および'_'と'-'を

含めた文字列 

- - Java EE 6では本定義に相当する定義は存在しません。 

 

 

3.8.3 HTTPサービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

形式 %client.name% %client.id% %a

uth-user-name% %datetime%

 %request% %status% %respo

nse.length%  

%headers.host% %cookies.JS

ESSIONID% %time-taken% %t

hread.id% %thread.name% %w

ebserver.name% 

1～512文字の任意の文字列 %client.name% %client.id% %a

uth-user-name% %datetime%

 %request% %status% %respo

nse.length% 

%headers.host% %cookies.JS

ESSIONID% %time-taken% %t

hread.id% %thread.name% %w

ebserver.name% 

1～512文字の任意の文字列   

ローテーションの

タイプ 

logsize ・logsize 

・time 

logsize ・logsize 

・time 

・interval 

Java EE 6で「interval（起動時点

より1日間隔）が追加されてい

ます。V11.0でのデフォルトは
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「interval」です。 

ログサイズ 1 1～512(MByte) 1 1～512(MByte)   

ログ収集時間 0 0～23（時） 0 0～23（時）   

世代数 5 1～999 5 1～999   

HTTPリスナー名 default ・英数字、または特殊文字(‘\’、

‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指

定可能 

・HTTPリスナーの場合：

http-listener-1 

・HTTPSリスナーの場合：

http-listener-2 

・運用管理用HTTPリスナー

の場合：admin-listener 

・英数字、または特殊文字(‘\’、‘-’、‘_’、‘.’、

‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

Java EE 6ではデフォルトで複数

のHTTPリスナーが用意されて

いるためリスナー名が異なりま

す。Java EE 6はネットワーク設

定の定義項目になります。Java 

EE 5とJava EE 6とで定義項目

名が異なります。 

ネットワークアド

レス 

0.0.0.0 文字列 0.0.0.0 文字列   

リスナーポート

(Java EE 5) 

ポート番号(Java 

EE 6) 

・IJServerクラスタ配下の

サーバーインスタンス： 

システムプロパティ

HTTP_LISTENER_PORT(自

動採番) 

・Interstage Java EE DAS

サービス： 

-運用管理用HTTPリスナー

のポート：12001 

-HTTPリスナーのポート：

28080 

・IJServerクラスタ配下のサーバーイ

ンスタンス： 

1～65535(注) 

・Interstage Java EE DASサービス 

-運用管理用HTTPリスナーのポー

ト：1～65535 

-HTTPリスナーのポート：1～

65535(注) 

注) 

Webサーバを経由する場合は5001

～65535 

・Interstage Java EE 6 DAS

サービス 

-HTTPリスナー：28282 

-HTTPSリスナー：28383 

-運用管理用HTTPリス

ナー：12011 

・IJServerクラスタ配下の

サーバーインスタンス 

-HTTPリスナー：システムプ

ロパティ

HTTP_LISTENER_PORT(自

動採番) 

-HTTPSリスナー：システム

プロパティ

HTTP_SSL_LISTENER_POR

T(自動採番) 

-運用管理用HTTPリス

ナー：システムプロパティ

ASADMIN_LISTENER_PORT

(自動採番) 

1～65535 Java EE 6ではデフォルトで複数

のHTTPリスナーが用意されて

いるためそれぞれでポート番号

が設定される。デフォルト値は

Java EE 5と同じにならないよう

に変更されています。 

Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なります。 

ブロック化 false ・true 

・false 

-  - Java EE 6では設定不要です。 
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アクセプタース

レッド(Java EE 5) 

アクセプタース

レッド数(Java EE 

6) 

1 1～2147483647 1 1～2147483647 Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

セキュリティ(Java 

EE 5) 

HTTPリスナーの

セキュリティ(Java 

EE 6) 

・運用管理用HTTPリスナー

のセキュリティ：true 

-インストール時に“使用す

る”を選択した場合 

-ijinitコマンドで-sslオプショ

ンにtrueを設定した場合

(-sslオプションを指定しない

場合はデフォルトのtrueが

設定されます。) 

・HTTPリスナーのセキュリ

ティ：false 

・true 

・false 

・HTTPリスナー

(http-listener-1)の場合：

false 

・HTTPSリスナー

(http-listener-2)の場合：

true 

・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

Java EE 6では、HTTP用と

HTTPS用のリスナーがデフォル

トで用意されています。 

X-Powered-By 

ヘッダーフィール

ド 

false ・true 

・false 

false ・true 

・false 

  

リスナー(Java EE 

5) 

HTTPリスナーの

有効化(Java EE 

6) 

true ・true 

・false 

true ・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

証明書のニック

ネーム 

－（s1as） 文字列 s1as 文字列 Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

SSL2 false ・true 

・false 

- - SSL2は脆弱性の問題があるた

め、Java EE 6ではサポートして

いません。 

SSL2の暗号方

式 

－ ・rc4 

・rc4export 

・rc2 

・rc2export 

・idea 

・des 

- - SSL2は脆弱性の問題があるた

め、Java EE 6ではサポートして

いません。 
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・desede3 

SSL3(Java EE 5) 

SSL3.0有効化

(Java EE 6) 

true ・true 

・false 

true ・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

SSL3/TLSの暗

号方式(Java EE 

5) 

暗号化方式群

(Java EE 6) 

－ ・SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 

・SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・

SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SH

A 

・

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA 

・

SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CB

C_SHA 

・

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_

SHA 

・

SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CB

C_SHA 

・SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・

SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・

SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA 

・

SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_M

D5 

・

SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CB

C_SHA 

・

－ ・SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・SSL_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA 

・SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・SSL_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・SSL_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・SSL_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 

・SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5 

・SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA25

6 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

設定範囲については、SL/TLS

のバージョンおよび、JDKの

バージョンに依存します。 
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SSL_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES4

0_CBC_SHA 

・

SSL_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES4

0_CBC_SHA 

・SSL_RSA_WITH_NULL_MD5 

・SSL_RSA_WITH_NULL_SHA 

・TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV 

TLS(Java EE 5) 

TLS1.0有効化

(Java EE 6) 

true ・true 

・false 

true ・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

リクエストURIの

解析に使用する

エンコーディング 

UTF-8 「SJIS」、「EUC_JP」など、Javaでサ

ポートされているエンコーディング 

UTF-8 「SJIS」、「EUC_JP」など、Javaでサポートされてい

るエンコーディング 

Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

Java EE 5ではプロパ

ティ:uriEncodingで指定します。 

Java EE 6では定義項目が存在

します。 

タイムアウト時間

(Java EE 5) 

接続アップロード

タイムアウト

(Java EE 6) 

30000 1～2147483647(ミリ秒) 60000 1～2147483647(ミリ秒) Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

Java EE 5は設定値で2回リトラ

イするため、タイムアウト値の

1/2の値を設定しています。 

Java EE 5はプロパ

ティ:connectionUploadTimeout

で指定します。 

Java EE 6は該当の定義項目が

存在ます。 

POSTリクエスト

の最大サイズ 

2097152 1～2147483647(Byte) 2097152 1～2147483647(Byte) Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

Java EE 5はプロパ

ティ:maxPostSizeで指定しま

す。 
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Java EE 6は該当の定義項目が

存在ます。 

HTTPリクエスト

パラメータ数の最

大値 

10000 -2147483648～2147483647 10000 -1～2147483647 Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

Java EE 5はプロパ

ティ:maxParameterCountで指

定します。 

Java EE 6は該当の定義項目が

存在ます。 

範囲に差異がありますが、負数

を設定した場合の動作は同じで

す（無制限） 

Webコンテナへア

クセスする運用

形態 

nocheck ・direct 

・webserver 

・nocheck 

direct ・direct 

・webserver 

・nocheck 

Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目になります。 

Java EE 5はプロパティ: 

requestCheckで指定します。 

Java EE 6は該当の定義項目が

存在ます。 

省略値の差異がありますが、通

常はIJServerクラスタに自動設

定（webserver/direct）されま

す。 

仮想サーバ名 server ・英数字、または特殊文字(‘\’、

‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指

定可能 

・server(HTTPリスナー、

HTTPSリスナー用) 

・__asadmin(運用管理用

HTTPリスナー用) 

・英数字、または特殊文字(‘\’、‘-’、‘_’、‘.’、

‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

設定/変更はできなません。 

要求を受け付け

るクライアントの

アドレス(Java EE 

5) 

要求を受け付け

るIPアドレス

(Java EE 6) 

－ IPアドレス(正規表現) － IPアドレス(正規表現) Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なります。 

プロパティ:allowRemoteAddress

で指定します。 

HTTPアクセスロ

グのバッファサイ

10240 1～2147483647(byte) - - Java EE 6では、バッファサイズ

（４K以上）でもエラーとならない
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ズ ため、該当の機能はありませ

ん。 

Java EE 5はプロパティ：

accessLogBufferSizeで指定し

ます。 

スレッド数(Java 

EE 5) 

最大プールサイ

ズ(Java EE 6) 

64 2～2048（初期スレッド数以上） 64 1～2147483647 Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はスレッドプールの定義項

目になります。 

Java EE 6では範囲が拡大して

います。 

初期スレッド数

(Java EE 5) 

最小プールサイ

ズ(Java EE 6) 

16 2～2048 

(スレッド数以下) 

16 1～2147483647 Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はスレッドプールの定義項

目になります。 

Java EE 6では範囲が拡大され

ています。 

スレッドの増分 16 2～2048     Java EE 6では、最大プールサ

イズまでは１つずつ増加するた

め、定義なし 

キープアライブの

タイムアウト

(Java EE 5) 

HTTP接続のタイ

ムアウト(Java EE 

6) 

15 10～2147483647 15 10～2147483647 Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

キューサイズ 200 1～2147483647 200 1～2147483647 Java EE 6はスレッドプールの定

義項目になります。 

最大保留カウント

(Java EE 5) 

最大接続数(Java 

EE 6) 

200 1～2147483647 200 1～2147483647 Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なっており、Java 

EE 6はネットワーク設定の定義

項目になります。 

受信バッファーサ

イズ 

49152 1～2147483647 49152 1～2147483647   

HTTPプロトコル HTTP/1.1 文字列 - - 通常設定の必要がないため、
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のバージョン EE6では未サポートです。

（HTTP/1.1として動作） 

SSL true ・true 

・false 

- - Java EE 6では、SSL3/TLS1.0

の個々で有効、無効の設定を

するため、本定義の必要はあり

ません。 

1回のコネクショ

ンで処理可能な

リクエスト数 

0 -1～2147483647 0 -1～2147483647  

アクセスログ

(Java EE 5) 

アクセスログの

有効化(Java EE 

6) 

true ・true 

・false 

true ・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なります。 

トレースログ

(Java EE 5) 

トレースログの有

効化(Java EE 6) 

true ・true 

・false 

true ・true 

・false 

Java EE 5とJava EE 6とで定義

項目名が異なります。 

トレースログのロ

グサイズ 

10 1～20000(MB) 10 1～20000(MB)  

トレースログの世

代数 

10 1～999 10 1～999  

TRACEメソッドの

動作 

false ・true 

・false 

- - Java EE 6はデフォルト無効と

なっており、基本的に設定を変

更する必要はありません。 

HTTPアクセスロ

グ 

ログ出力ディレク

トリ 

- - サーバーインスタンスの

ルートディレクトリの

/logs/access 

文字列 設定変更はJava EE 6でのみ可

能です。 

HTTPトレースロ

グ 

ログ出力ディレク

トリ 

- - サーバーインスタンスの

ルートディレクトリの

/logs/http 

文字列 設定変更はJava EE 6でのみ可

能です。 

リモートホストに

おけるDNS逆引

false - false ・true 

・false 

DNS逆引きを有効にする(true)/

しない(false)を指定します。 



 

47 

 

 

きの有効化 Java EE 5では常に無効で設定

変更はできません。Java EE 6

はネットワーク設定の定義項目

になります。 

ローカルホストに

おけるDNS逆引

きの有効化 

false - true ・true 

・false 

DNS逆引きを有効にする(true)/

しない(false)を指定します。 

Java EE 5では常に無効で設定

変更はできません。Java EE 6

はネットワーク設定の定義項目

になります。 

レスポンスヘッダ

数の上限値 

- - 100 1 ～ 2147483647 Java EE 5では該当の機能はな

く無制限になります。 

Java EE 6はネットワーク設定の

定義項目にあります。 

クライアント認証 - - 空文字 ・空文字 

・want 

・need 

クライアント認証の動作を指定

します。Java EE 6はネットワー

ク設定の定義項目にあります。 

Java EE 5では該当の機能は提

供されていません。（常に空文

字になります） 

リスナーのプロト

コル 

- - ・HTTPリスナーの場合：

http-listener-1 

・HTTPSリスナーの場合：

http-listener-2 

－ リスナーが参照するプロトコル

名です。 

Java EE 5では該当の機能はあ

りません。Java EE 6はネット

ワーク設定の定義項目にありま

す。設定/変更はできません。 

リスナーのスレッ

ドプール 

- - HTTPリスナー/HTTPSリス

ナーの場合：

http-thread-pool 

－ リスナーが参照するスレッド

プール名です。 

Java EE 5では該当の機能はあ

りません。Java EE 6はネット

ワーク設定の定義項目にありま

す。設定/変更はできません。 

リスナーのトラン

スポート 

- - ｔｃｐ － リスナーが参照するトランス

ポート名です。 

Java EE 5では該当の機能はあ
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りません。Java EE 6はネット

ワーク設定の定義項目にありま

す。設定/変更はできません。 

トランスポート名 - - ｔｃｐ － トランスポート名です。 

Java EE 5では該当の機能はあ

りません。Java EE 6はネット

ワーク設定の定義項目にありま

す。設定/変更はできません。 

アイドルタイムア

ウト 

- - 900 1～2147483647 プール内のスレッドがアイドル

状態のままでいられる最長時間

(秒単位)です。 

Java EE 6ではスレッドプールの

定義項目にあります。 

Java EE 5では該当の機能はあ

りません。J 

 

3.8.4 IIOPサービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

IIOPクライアント認証 false true 

false 

- - Java EE 6では、IIOPクラ

イアント認証は未サポー

トです。 

IIOPサービスのORB定

義 

- - - - - 

スレッドプールID なし 文字列 thread-pool-1 任意の文字列  

最大メッセージ分割サ

イズ 

1024 128～2147483647 1024 128～2147483647  

総接続数 1024 0～2147483647 1024 0～2147483647  

ORBの追加プロパティ   ■プロパティ名 

ISJEELogIiopAccessRotationsize 

ISJEELogIiopAccessRotationcount 

なし ■プロパティ名 

任意の文字列 

■プロパティ値 

Java EE 6では、IIOPアク

セスログ未サポートで

す。 
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ISJEELogIiopAccessMode 

■プロパティ値 

ISJEELogIiopAccessRotationsize

の場合、1～2000(MB) 

ISJEELogIiopAccessRotationcount

の場合、1～999 

ISJEELogIiopAccessModeの場合、

access¦trace¦none 

任意の文字列 

IIOPリスナー名 - orb-listener-1 

SSL 

SSL_MUTUALAUTH 

${iiop-listener-id} orb-listener-1 

SSL 

SSL_MUTUALAUTH 

 

ネットワークアドレス 0.0.0.0 文字列 0.0.0.0 任意の文字列  

リスナーポート ■Interstage Java EE 

DASサービス 

・orb-listener-1 

 23600 

・SSL 

 23601 

・SSL_MUTUALAUTH 

 23602 

■IJServerクラスタ配下

のサーバーインスタンス 

以下のシステムプロパ

ティのデフォルト値 

・orb-listener-1 

 IIOP_LISTENER_PORT 

・SSL 

 

IIOP_SSL_LISTENER_P

ORT 

・SSL_MUTUALAUTH 

 

IIOP_SSL_MUTUALAUT

H_PORT 

1～65535 ■Interstage Java EE 6 DASサービス

の場合 

・IIOPリスナー名がorb-listener-1の場

合 

 23610 

・IIOPリスナー名がSSLの場合 

 23611 

・IIOPリスナー名が

SSL_MUTUALAUTHの場合 

 23612 

■IJServerクラスタ配下のサーバーイ

ンスタンスの場合 

・IIOPリスナー名がorb-listener-1の場

合 

 "${IIOP_LISTENER_PORT}" 

・IIOPリスナー名がSSLの場合 

 "${IIOP_SSL_LISTENER_PORT}" 

・IIOPリスナー名が

SSL_MUTUALAUTHの場合 

 "${IIOP_SSL_MUTUALAUTH_PORT}" 

1～65535  

リスナー true true true true   
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false false 

IIOPリスナーの追加プ

ロパティ 

- - なし 任意の文字列   

 

3.8.5 管理サービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JMXコネクタ名 system system - - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 

プロトコル rmi_jrmp rmi_jrmp - - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 

アドレス 0.0.0.0 文字列 0.0.0.0 文字列   

ポート Interstage Java EE DASサービス:なし 

IJServerクラスタ配下のサーバーイン

スタンス:システムプロパティ

JMX_SYSTEM_CONNECTOR_PORTの

デフォルト値 

Interstage Java EE DASサービス:1

～65535 

IJServerクラスタ配下のサーバーイ

ンスタン

ス:${JMX_SYSTEM_CONNECTOR_PO

RT} 

Interstage Java EE DASサー

ビス:18686 

IJServerクラスタ配下のサー

バーインスタンス:システムプロ

パティ

JMX_SYSTEM_CONNECTOR_

PORTのデフォルト値 

Interstage Java EE DAS

サービス:1～65535 

 

IJServerクラスタ配下の

サーバーインスタン

ス:${JMX_SYSTEM_CONN

ECTOR_PORT} 

  

セキュリティレルム名 admin-realm admin-realm admin-realm admin-realm   

オートリロード FALSE TRUE 

 

FALSE 

- - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 

オートリロードのポー

リング間隔 

2 1～2147483647(秒) - - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 

セッションタイムアウ

ト 

60 0～2147483647(分) - - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 

JMXコネクタの追加

プロパティ 

なし 文字列 - - Java EE 6では本定義に相当する定義

は存在しません。 
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3.8.6 コネクタサービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

シャットダウンタイムアウト 30 1～2147483647(秒) 30 1～2147483647(秒)  

 

3.8.7 Webコンテナの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

ディスパッチ回数の上限値 20 1～2147483647 20 1～2147483647 プロパティ：dispatcher-max-depthで設定します。 

HttpOnly属性の付加 false ・true 

・false 

true - Java EE 5 はプロパティ：cookieHttpOnly 

で設定します。 

Java EE 6では、Servlet 3.0では規約化され、デフォルトで

trueとなったため、本定義項目は提供されていません。。

（web,xmlやServlet APIで設定可能です） 

 

 

3.8.8 EJBコンテナの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

最大キャッシュサイズ 512 0～2147483647 

(キャッシュのサイズ変更量以上) 

512 0～2147483647 

(キャッシュのサイズ変更量以上) 

 

キャッシュのサイズ変

更量 

32 1～2147483647 

(最大キャッシュサイズ以下) 

32 1～2147483647 

(最大キャッシュサイズ以下) 

 

キャッシュアイドルタ

イムアウト 

600 0～2147483647(秒) 600 0～2147483647(秒)  



52 

 

 

削除タイムアウト 5400 0～2147483647(秒) 5400 0～2147483647(秒)  

選択内容の削除ポリ

シー 

nru nru 

fifo 

lru 

nru nru 

fifo 

lru 

 

初期および最小プー

ルサイズ 

0 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

0 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

最大プールサイズ 32  0～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、

かつプールサイズ変更量以上) 

32  0～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、か

つプールサイズ変更量以上) 

 

プールサイズ変更量 8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

プールアイドルタイム

アウト 

600 0～2147483647(秒) 600 0～2147483647(秒)  

最小配信間隔 7000 1～2147483647(ミリ秒) 7000 1～2147483647(ミリ秒)  

最大再配信回数 1 1～2147483647(回) 1 1～2147483647(回)  

再配信間隔 5000 1～2147483647(ミリ秒) 5000 1～2147483647(ミリ秒)  

タイマーデータソース jdbc/__TimerPool 文字列 jdbc/__TimerPool 任意の文字列  

EJBタイマーサービス

の追加プロパティ 

- - - - Java EE 5、Java EE 6共に使用できま

せん。 

SFSB持続性のタイプ none none 

file 

- - Java EE 6では設定変更できません。 

セッション格納位置 ${com.sun.aas.insta

nceRoot}/session-s

tore 

文字列 

空文字を設定した場合は省略値が適

用されます。 

${com.sun.aas.instanceRoot}/ses

sion-store 

ただし、asadmin setサブコマンド

で値を省略(定義項目名と「=」だ

けを指定)した場合、IJServerク

ラスタのカレントディレクトリのパ

スが設定されているものとして動

作します。 

任意の文字列  

非同期処理スレッド

の最大プールサイズ 

- - なし 

ただし、asadmin setサブコマンド

で値を省略(定義項目名と「=」だ

けを指定)した場合、16が設定さ

れているものとして動作します。 

1～2147483647 Java EE 5には定義項目なし。 
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3.8.9 Message-driven Beanデフォルトプールの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

初期および最小プールサイ

ズ 

0 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

0 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

最大プールサイズ 32 0～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、

かつプールサイズ変更量以上) 

32 0～2147483647 

(初期および最小プールサイズ以上、

かつプールサイズ変更量以上) 

 

プールサイズ変更量 8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

8 0～2147483647 

(最大プールサイズ以下) 

 

アイドルタイムアウト 600 1～2147483647(秒) 600 1～2147483647(秒)  

追加プロパティ - - - - Java EE 5、Java EE 6共に使用できませ

ん。 

 

3.8.10 JMSサービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

JMSサービス - - - - - 

タイプ - - REMOTE REMOTE 

EMBEDDED 

Java EE 5では、REMOTE固定です。 

JMSホスト - - - - - 

名前 - - default_JMS_host - Java EE 5では、JMSサービスの定義項目に記載はあり

ませんが、Java EE 6と設定上の差異はありません。 

ホスト localhost 文字列 localhost 任意の文字列  

ポート 7676 1～65535 17676 1～65535  

管理ユーザーID   文字列 - -  

管理者パスワード   文字列 - -  
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3.8.11 ロガーの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

ログ出力ディレクトリ ${com.sun.aas.instanceRoot}

/logs 

文字列 ${com.sun.aas.instanceRo

ot}/logs 

文字列  

ローテーションのタイプ logsize ・logsize 

・time 

logsize ・logsize 

・time 

 

ログサイズ 1 1～512(MByte) 1048576(byte) 1048576～

536870912(Byte) 

Java EE 5から単位が変更Mbyteからbyteに変更されて

います。 

ログ収集時間 0 0～23（時） 0 0～23（時）  

世代数 1 1～9 1 1～999 Java EE 6では、範囲を拡大されています。 

ログハンドラ - - － 文字列 Java EE 6では独自のログハンドラの設定が可能となりま

した。 

 

 

3.8.12 セキュリティの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

デフォルトレルム file 定義済みのレルム名 file 定義済みのレルム名  

JACC default 文字列 default － 設定/変更はできません。 

レルム名 － ・英数字、または特殊文字(‘\’、‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、

‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

－ ・英数字、または特殊文字

(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

・先頭には、英数字または‘_’

だけ指定可能 

 

レルムクラス名 － ・ldapレルムの場合 

com.sun.enterprise.security.auth.realm.ldap.LDAPRealm 

－ ・fileレルムの場合 

com.sun.enterprise.security.au

Java EE 6ではfileレルムのみサポートしています。 
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・fileレルムの場合 

com.sun.enterprise.security.auth.realm.file.FileRealm 

・OSレルムの場合 

com.fujitsu.interstage.javaee.security.auth.realm.os.OSR

ealm 

th.realm.file.FileRealm 

JAASコンテキスト － ・fileレルム : fileRealm 

・ldapレルム : ldapRealm 

・OSレルム : osRealm 

－ fileRealm プロパティ: jaas-contextで指定 

Java EE 6ではfileレルムのみサポートしています。 

グループの割り当て － 文字列 － 文字列 プロパティ:assign-groupsで指定 

キーファイル － 文字列 － 文字列 プロパティ:fileで指定 

ディレクトリ － 文字列 - - Java EE 5：プロパティ:directoryで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

基本DN － 文字列 - - Java EE 5：プロパティ:base-dnで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

ユーザを検索するた

めの条件 

uid=%s 文字列 - - Java EE 5：プロパティ:search-filterで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

グループを検索する

ための条件 

uniquemembe

r=%d 

文字列 - - Java EE 5：プロパティ:group-search-filterで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

グループを検索する

最上位ディレクトリの

DN 

公開ディレク

トリと同じ 

文字列 - - Java EE 5：プロパティ:group-base-dnで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

ロールとマッピングす

るグループ名が設定

されている属性名 

「CN」 文字列 - - Java EE 5：プロパティ:group-targetで指定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

認証情報のプール true ・true 

・false 

- - Java EE 5：プロパティ:com.sun.jndi.ldap.connect.poolで指

定します。 

Java EE 6：fileレルムのみサポートのため設定不要です。 

 

 

3.8.13 トランザクションサービスの定義項目 

 

プロパティ Java EE 5 Java EE 6 備考 
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省略値 範囲 省略値 範囲 

再起動時 true true 

false 

true 

ただし、Interstage 

Java EE 6 DAS

サービスでは

falseです。 

true 

false 

 

トランザクションタイムアウト 0 0～2147483647(秒) 0 0～2147483647(秒)  

再試行タイムアウト 600 0～2147483647(秒) 600 0～2147483647(秒) Java EE 6の場合、本パラメタに指定した時間が経過

しても関連リソースにアクセスできない場合、そのトラ

ンザクションをrollbackします。 

トランザクションログの位置 ${com.sun.aas.inst

anceRoot}/logs 

文字列 ${com.sun.aas.inst

anceRoot}/logs 

任意の文字列  

特殊な結果判別 rollback rollback 

commit 

- - Java EE 6ではrollback固定です。Java EE 5では、

再試行タイムアウトに指定した時間が経過しても関連

リソースにアクセスできない場合、本パラメタに指定し

た方法でトランザクションを完了させます。 

キーポイント間隔 65536 1～2147483647(トランザクション数) 65536 1～2147483647(トランザクショ

ン数) 

 

追加プロパティ なし ■プロパティ名: 

半角英数字、マルチバイト文字、または特殊

文字 (‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字またはマルチバイト文

字が指定可能 

■プロパティ値: 

文字列 

なし ・プロパティ名 

半角英数字、マルチバイト文

字、または特殊文字 (‘-’、

‘_’、‘.’、‘/’、‘;’、‘#’) 

先頭には、半角英数字または

マルチバイト文字が指定可能 

・プロパティ値 

任意の文字列 

 

トランザクションログの無効

化 

false true 

false 

false true 

false 

 

XAResourceに設定するトラ

ンザクションタイムアウト 

使用するJDBCド

ライバによって異

なりますので、

JDBCドライバの

仕様を確認してく

ださい。 

0～2147483647(秒) 

(ただし、使用するJDBCドライバによって異な

りますので、JDBCドライバの仕様を確認して

ください。) 

使用するJDBCド

ライバによって異

なりますので、

JDBCドライバの

仕様を確認してく

ださい。 

0～2147483647(秒) 

(ただし、使用するJDBCドライ

バによって異なりますので、

JDBCドライバの仕様を確認し

てください。) 

 

トランザクションログの出力 なし 文字列 なし 任意の文字列  
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先JDBCリソース名 

Use Last Agent 

Optimization 

true true 

false 

true true 

false 

 

トランザクション内における

非XAリソースの複数利用 

false true 

false 

false true 

false 

 

トランザクションの引継ぎホ

スト名 

なし 文字列 - - Java EE 6では本定義項目は提供されていません。 

 

 

3.8.14 監視サービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

モニタロギング false false 

true 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

採取間隔 10 1～60(分) - - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

スレッドプール OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

ORB(IIOPコネクション) OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

EJBコンテナ OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

Webコンテナ OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

トランザクションサービス OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

HTTPサービス OFF LOW - - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 
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HIGH 

OFF 

JDBC接続プール OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

コネクタ接続プール OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

コネクタサービス OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

JMSサービス OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

JVM OFF LOW 

HIGH 

OFF 

- - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

ssqc-service FALSE TRUE - - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

ssqc-interval 1000 1～2147483647 - - Java EE 6では監視サービスは提供されていません。 

 

 

3.8.15 Java VMの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

デバッグ false true 

false 

false true 

false 

 

デバッグオプショ

ン 

-Xdebug 

-Xrunjdwp:transport=

dt_socket,server=y,su

spend=n,address=900

9 

文字列 

‘-’で始まる文字列をオプションとして指定で

きます。 

"-Xdebug 

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=

y,suspend=n,address=9009" 

"-Xdebug 

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=

文字列 

 

‘-’で始まる文字列をオプションとして指

定できます。 
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y,suspend=n,address=${JAVA_DEBUGG

ER_PORT}" 

Javacオプション -g 文字列 

‘-’で始まる文字列をオプションとして指定で

きます。 

-g 文字列 

‘-’で始まる文字列をオプションとして指

定できます。 

 

クラスパスのサ

フィックス 

なし 文字列 なし 文字列  

ネイティブライブ

ラリパスのサ

フィックス 

なし 文字列 なし 文字列  

JVMオプション なし 1～4096文字の文字列。‘-’で始まる文字列

をオプションとして指定できます。 

なし 1～4096文字の文字列。‘-’で始まる文

字列をオプションとして指定できます。 

要確認 

追加プロパティ - - - - Java EE 5、Java EE 6共に

使用できません。  

プロファイラ名 なし 半角英数字、または特殊文字('-' 、'_' 、'.'、

'/'、';'、'#') 

 

先頭には、半角英数字または‘_’のみ指定可

能 

 

1～512文字の文字列 

- - 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。 

クラスパス なし 1～4096文字の文字列 - - 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。 

ネイティブライブ

ラリパス 

なし 1～4096文字の文字列 - - 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。 

プロファイラ設定

の状態 

true true 

false 

- - 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。 

プロファイラ設定

のJVMオプショ

ン 

なし 1～4096文字の文字列。‘-’で始まる文字列

をオプションとして指定できます。 

- - 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。 

プロファイラ設定

の追加プロパティ 

- - - - Java EE 5、Java EE 6共に

使用できません。 
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3.8.16 スレッドプールの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

スレッドプールID - 英数字、または特殊文字(‘-’、‘_’、‘.’、‘/’、

‘;’) 

先頭には、英数字または‘_’だけ指定可能 

- - Java EE 6のスレッドプール名に相当します。 

最小プールサイズ 0 0～2147483647(最大プールサイズ以下) ■http-thread-poolの場合 

16 

■thread-pool-1の場合 

2 

1～2147483647 Java EE 6では、WebコンテナのスレッドプールとEJB

コンテナのスレッドプールが共通定義となっていま

す。 

EJBコンテナのスレッドプールの場合、0も設定可能

です。 

最大プールサイズ 200 1～2147483647(最小プールサイズ以上) ■http-thread-poolの場合 

64 

■thread-pool-1の場合 

200 

1～2147483647 Java EE 6では、WebコンテナのスレッドプールとEJB

コンテナのスレッドプールが共通定義となっていま

す。 

アイドルタイムアウト 120 1～2147483647 900 1～2147483647 Java EE 6では、WebコンテナのスレッドプールとEJB

コンテナのスレッドプールが共通定義となっていま

す。 

キューサイズ - - ■http-thread-poolの場合 

200 

1～2147483647 Webコンテナのみ有効です。 

スレッドプール名 - - http-thread-pool：HTTPリス

ナー/HTTPSリスナー用スレッ

ドプール 

thread-pool-1：デフォルトス

レッドプール 

  Java EE 5のスレッドプールIDに相当します。 

 

3.8.17 グループ管理サービスの定義項目 
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プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

プロトコル最大試行 3 1～2147483647 - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

プロトコルタイムアウト 2000 1000～120000(ミリ秒) - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

検証済みタイムアウト 1500 1500～120000(ミリ秒) - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

最大間隔 - - - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

最小間隔 - - - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

pingタイムアウト 2000 1000～120000(ミリ秒) - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

追加プロパティ - - - - Java EE 6ではグループ管理サービスは使用できません。 

 

3.8.18 システムプロパティの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

システムプロパティ なし 文字列 なし 文字列  

 

3.8.19 プロセス制御の定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

環境変数 - 文字列 - 文字列 Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

Javaヒープ/Permanent世

代領域不足時の制御 

TRUE TRUE 

FALSE 

restart restart 

oome 

Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

アプリケーション最大処理

時間 

480 0～86400(秒) 480 0～86400(秒) Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

アプリケーション最大処理

時間超過時の制御 

FALSE TRUE 

FALSE 

message silent 

message 

stop 

Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

IJServerクラスタ起動待ち

時間 

600 0～65535(秒) 600 0～65535(秒) Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 
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IJServerクラスタ停止待ち

時間 

180 0～65535(秒) 180 0～65535(秒) Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

カレントディレクトリのパス [Java EE共通ディレクト

リ]/nodeagents/ijna 

- [Java EE 6共通ディレクト

リ]/nodes/localhost-domain1 

- Java EE 6では固定のため、設定変更はできません。 

退避するカレントディレクトリ

の世代数 

1 0～5 1 0-5 Java EE 6の場合、PCMIプロファイルで定義します。 

 

3.8.20 可用性サービスの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

可用性サービス false true 

false 

- - Java EE 6では設定できません。 

Webコンテナの可用性 false true 

false 

- - Java EE 6では設定できません。 

 

3.9 システムプロパティの定義項目 

 

プロパティ 
Java EE 5 Java EE 6 

備考 
省略値 範囲 省略値 範囲 

システムプロパティ なし 文字列 - - すべてのIJServerクラスタ、サーバーインスタンスで有効となるシステムプ

ロパティです。Java EE 6では設定できません。 
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