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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）を使用して
Oracle Application Server コンポーネントを管理する方法について説明します。

「はじめに」の項目は次のとおりです。

� 対象読者

� ドキュメントのアクセシビリティについて

� 関連ドキュメント

� 表記規則

� サポートおよびサービス
v



対象読者対象読者対象読者対象読者
『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』は、Oracle Application Server
の管理者の方を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメ
ントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、
ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式
のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマーク
アップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべて
のお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術
的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle 
Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/を参照し
てください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合がありま
す。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だ
けの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへの
リンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイ
トのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

Oracle サポート・サービスへのサポート・サービスへのサポート・サービスへのサポート・サービスへの TTY アクセスアクセスアクセスアクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話（TTY）アク
セスが提供されています。TTY サポートについては、 (800)446-2398 にお電話ください。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
詳細は、次のドキュメント用メディアを参照してください。

� 『Oracle Application Server JP Documentation Library』

� 『Start Here CD-ROM にある Oracle Application Server プラットフォーム固有のドキュメン
ト』

表記規則表記規則表記規則表記規則
本文では、次の表記規則を使用します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味

太字太字太字太字 太字は、操作に関連するグラフィカル・ユーザー・インタフェース要素、
または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を
示します。

イタリック イタリックは、特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント 固定幅フォントは、パラグラフ内のコマンド、URL、例に記載されている

コード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。
vi



サポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービス
次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。 

Oracle サポート・サービスサポート・サービスサポート・サービスサポート・サービス
オラクル製品サポートの購入方法、および Oracle サポート・サービスへの連絡方法の詳細は、
次の URL を参照してください。 

http://www.oracle.co.jp/support/

製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル
製品のマニュアルは、次の URL にあります。 

http://otn.oracle.co.jp/document/

研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング
研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。 

http://www.oracle.co.jp/education/

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報
オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。 

http://www.oracle.co.jp 
http://otn.oracle.co.jp

注意注意注意注意 : ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、
Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情
報については、前述の URL を参照してください。
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OPMN の
1

OPMN の新機能の新機能の新機能の新機能

この章では、Oracle Application Server 10g リリース 3（10.1.3.1.0）で利用できる Oracle 
Process Manager and Notification Server（OPMN）の新機能について説明します。 

この章の項目は次のとおりです。

� 第 1.1 項「OC4J グループのグループ化メカニズム」

� 第 1.2 項「opmnctl status コマンドの新しい出力」

� 第 1.3 項「新しい opmnctl オプション」
新機能 1-1



OC4J グループのグループ化メカニズム
1.1 OC4J グループのグループ化メカニズムグループのグループ化メカニズムグループのグループ化メカニズムグループのグループ化メカニズム
Oracle Application Server 10g リリース 3（10.1.3）以前のリリースでは、OC4J インスタンスを
グループ化できませんでした。各 OC4J インスタンスは、次の 10.1.3 の opmn.xmlファイルの
コード例に示すように、単一のエンティティでした。

例例例例 1-1 10.1.3 以前のリリースの以前のリリースの以前のリリースの以前のリリースの OC4J インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの opmn.xml

<ias-component id="OC4J">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />
<process-set id="default-group" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>

10g リリース 3（10.1.3.1.0）では、OC4J インスタンスをグループ化できます。opmn.xmlファ
イルの <ias-component>要素は、グループ化メカニズムとして使用可能です。たとえば、
COLORSという OC4J グループを、次のように構成できます。

例例例例 1-2 10.1.3.1.0 のののの OC4J インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの opmn.xml

<ias-component id="COLORS">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type>
<process-type id="oc4j_soa" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type> 
</ias-component>

例 1-2 の例では、COLORSグループは、OC4J インスタンスの同期化された集まりを示していま
す。この機能を使用すると、グループ内のすべての OC4J インスタンスを同時に構成できます。

特定の OC4J インスタンスを選択して、それをグループに移動できます。空のグループを作成
し、後から Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール（Application 
Server Control コンソール）のグループ・ビューでこのグループを編集することによってイン
スタンスを移入することもできます。

詳細は、第 3.2 項「OC4J グループ」および『Oracle Application Server 管理者ガイド』を参照
してください。 
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1.2 opmnctl status コマンドの新しい出力コマンドの新しい出力コマンドの新しい出力コマンドの新しい出力
10.1.3.1.0 では、opmnctl statusコマンドの出力が変更されました。たとえば、10.1.3 リリー
スの Oracle Application Server インスタンスで opmnctl statusコマンドを実行すると、次
の出力が表示されます。

例例例例 1-3 10.1.3 のののの opmctl status 出力出力出力出力

prompt > opmnctl status

Processes in Instance: AppSrv1.comp1.yourcompany.com
--------------------+----------------------+--------+---------
ias-component | process-type | pid | status
--------------------+----------------------+--------+---------
OC4J | OC4J_Demos | N/A | Down
OC4J | home | 29268 | Init
HTTP_Server | HTTP_Server | 29099 | Alive

10.1.3.1.0 で opmnctl statusコマンドを実行すると、OC4J グループと OC4J プロセスの出力
は次のように表示されます。

例例例例 1-4 10.1.3.1.0 のののの opmctl status 出力出力出力出力

--------------------+----------------------+--------+---------
ias-component      | process-type       |    pid | status  
--------------------+----------------------+--------+---------
OC4JGroup:COLORS | OC4J:home | 16301 | Alive
OC4JGroup:COLORS | OC4J:oc4j_soa | 16256 | Alive

1.3 新しい新しい新しい新しい opmnctl オプションオプションオプションオプション
10g リリース 3（10.1.3.1.0）では、OC4J グループの制御および監視を実行できる新しい
opmnctlオプションがあります。OC4J グループに対するこの新しい opmnctlオプションは、
opmn.xmlファイルの <ias-component>要素に適用されるコマンドと似ていますが、OC4J
コンポーネントに適用されます。

例 1-2 と例 1-4 に示す、OC4J グループ COLORSを使用した例を次に示します。

OC4J グループ COLORSのステータスを取得するには、次のように入力します。

prompt > opmnctl @cluster status oc4j-group=COLORS

OC4J グループ COLORSのすべてのプロセスを起動するには、次のように入力します。

prompt > opmnctl @cluster startproc oc4j-group=COLORS
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OPMN: 概要概要概要概要

この章では、Oracle Application Server の OPMN の概要について説明します。この章の項目は
次のとおりです。

� 第 2.1 項「OPMN について」

� 第 2.2 項「OPMN の機能」

� 第 2.3 項「OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネント」
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OPMN について
2.1 OPMN についてについてについてについて
OPMN は、Oracle Application Server のすべてのインストール・タイプにインストールおよび
構成され、Oracle Application Server の実行に必要となります。 

OPMN には、次のような機能があります。

� プロセスを制御し、1 つまたは複数の Oracle Application Server コンポーネントおよびイン
スタンスを監視するためのコマンドライン・インタフェースを提供する。

� Oracle Application Server コンポーネントの統合的な管理方法を提供する。

� Oracle Application Server サブコンポーネントやサブ・サブコンポーネントの管理を可能に
する。

� 様々な Oracle Application Server コンポーネント・インスタンスからのすべてのイベント
を、それらのイベントを使用するすべての Oracle Application Server コンポーネントに配
信する。

� 設定した順序でコンポーネントの起動および停止を実行し、Oracle Application Server コン
ポーネント間の相互依存性の問題を解決する。

� イベント・スクリプトを使用したエンタープライズ機能のカスタマイズを可能にする。

� ホストおよび Oracle Application Server プロセスの統計およびタスクの収集を可能にする。

� ping や通知操作により、応答なし、予期しない中断、または切断が特定された場合に
Oracle Application Server プロセスを自動的に再起動する。

� Oracle Application Server プロセスの障害を自動的に検出する。

� 起動および使用時に、実行中のその他の Oracle Application Server コンポーネントに依存
しない。

� opmn.xmlファイルを変更することで、OC4J インスタンスを制御できる。

� OC4J インスタンスをグループ化することで、1 つのグループ内のすべての OC4J インスタ
ンスを同時に構成できる。

OPMN では、Oracle Application Server インスタンスをクラスタ・トポロジの一部として階層
構造で管理できます。Oracle Application Server インスタンスのインストール後は、「クラス
タ・トポロジ」ページを使用して、OC4J や Oracle HTTP Server などのインストールされたコ
ンポーネントを表示できます。

コンピュータの電源を入れたら、すぐに OPMN サーバーを起動してください。OPMN が管理
するコンポーネントが実行中であるかどうかにかかわらず、OPMN は実行する必要がありま
す。

OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネントは、手動で起動および停止しない
でください。Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止する際は、前バー
ジョンの Oracle Application Server のコマンドライン・スクリプトまたはユーティリティを使
用しないでください。コンピュータを再起動またはシャットダウンする場合、OPMN サービス
は 後に停止する必要があります。

Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止するには、Application Server 
Control コンソールおよび opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

注意注意注意注意 : Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、OPMN が
Windows サービス（Oracle<OracleHomename>ProcessManager）とし
てインストールされています。このサービスはコンピュータを起動または再
起動すると自動的に起動します。詳細は、第 4.3.2.3 項「opmnctl startall」を
参照してください。

注意注意注意注意 : opmnctlコマンドの詳細は、第 4 章「opmnctl コマンド」を参照し
てください。
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2.2 OPMN の機能の機能の機能の機能
OPMN は、同じまたは異なる OPMN サーバー内の Oracle Application Server プロセス間で送
信される通知情報を解析および伝送する、3 つのコンポーネント・グループをコアとして構成
されます。

OPMN のコアは、次の 3 つのコンポーネントで構成されます。

� 第 2.2.1 項「Oracle Notification Server」

� 第 2.2.2 項「Oracle Process Manager」

� 第 2.2.3 項「PM Modules」

図 2-1 に、OPMN のコアのアーキテクチャを示します。 

図図図図 2-1 OPMN アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ

2.2.1 Oracle Notification Server
Oracle Notification Server（ONS）は、Oracle Application Server のコンポーネント間で障害、
リカバリ、起動およびその他の関連する通知を行うための転送メカニズムです。ONS は、パブ
リッシュ・サブスクライブ・モデルに従った動作をします。このモデルでは、Oracle 
Application Server コンポーネントが、ONS に登録したサブスクリプションごとに特定のタイ
プの通知を受信します。そのような通知が発行されると、ONS はその通知を適切なサブスクラ
イバに送信します。
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2.2.2 Oracle Process Manager
Oracle Process Manager（PM）は、Oracle Application Server において集中的なプロセス管理
を行うことができるメカニズムで、Oracle Application Server プロセスを管理します。PM は、
これらすべてのプロセスの起動、再起動、停止および監視を行います。PM は、プロセスの制
御やプロセスのステータス取得に関連付けられている OPMN に対して送信されるすべてのリク
エストを処理します。また、PM が管理するプロセスの障害検出と自動再起動の実行も行いま
す。PM の管理対象となる Oracle Application Server プロセスは、opmn.xmlファイルに指定
されます。

PM は、特定またはすべての Oracle Application Server プロセスを起動するコマンドを待機し
ます。プロセスが停止すると、PM はリクエスト・パラメータで指定されたリクエストを受け
取ります。 

OPMN サーバーは 2 つのプロセスで構成されます。第 1 の OPMN サーバー・プロセスは、第
2 の OPMN サーバー・プロセスが必要になったときに、それを起動するという目的にのみ使用
されます。第 2 の OPMN サーバー・プロセスは、すべてのリクエスト通信を処理し、すべての
機能を実行します。第 2 の OPMN サーバー・プロセスが opmnctl reloadコマンドや予期せ
ぬクラッシュが原因で停止した場合は、第 1 の OPMN サーバー・プロセスによって再起動され
ます。

Microsoft Windows では、第 2 の OPMN サーバー・プロセスが意図的に終了された場合は再起
動されません。そのかわりに、第 1 の OPMN サーバー・プロセスも同様に終了します。この状
況からリカバリするには、コマンドラインまたはサービス・マネージャから OPMN サーバーを
再起動します。

また Application Server Control コンソールは、PM を使用してプロセスを管理します。

PM は、ONS を使用して次のことを行います。

� プロセスの初期化の完了およびリクエストの受信準備の完了を検出する。

� 使用中のポートを特定する。

� コンポーネント固有のランタイム情報を取得する。

図 2-2 に、2 つのノード間の ONS 通信を示します。ONS では、2 つのノード間の通知の転送
と、サブスクライバへの通知の送信が行われます。

図図図図 2-2 2 つのノードにおけるプロセス管理つのノードにおけるプロセス管理つのノードにおけるプロセス管理つのノードにおけるプロセス管理
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ONS では、動的検出によって新しいサーバーが通知され、そのサーバーが ONS トポロジに動
的に組み込まれます。動的検出では、同じ検出情報が構成されたすべてのアプリケーション・
サーバー・インスタンスが ONS ネットワーク・トポロジに組み込まれます。

OPMN では、ONS ネットワークのトポロジに基づいて、接続先の一連の ONS サーバーが実行
時に自動的に判別されます。一連の ONS サーバーは、ONS ネットワーク全体でのメッセージ
の配信を保証し、個々のリンク障害からメッセージを保護して、サーバー間に必要な接続数を
小化します。各 ONS サーバーの接続先サーバーの数とその選択は、グリッドでのサーバーの

追加または削除に応じて調整されます。詳細は、第 3.3 項「opmn.xml の動的検出」を参照して
ください。

2.2.3 PM Modules
Oracle Process Manager Modules（PM Modules）は、Oracle Application Server コンポーネン
ト固有のプロセス管理機能を実装します。PM Modules は、同じまたは異なる OPMN サーバー
内の他の Oracle Application Server コンポーネントの PM Modules によって返される通知情報
を渡します。

PM Modules の機能は、次のとおりです。

� 実行中のコンポーネントから送信されるあらゆる通信を処理する。

� Oracle Application Server コンポーネント固有の制御情報（コンポーネントの起動、停止お
よび再起動方法）を構成する。

� コンポーネントがリクエストに応答する際、Oracle Application Server コンポーネント固有
の特定方法で応答をテストする。

2.3 OPMN が管理するが管理するが管理するが管理する Oracle Application Server コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント
OPMN は、Application Server Control コンソールを含むすべての Oracle Application Server コ
ンポーネントを管理します。

OPMN では、Oracle HTTP Server および Oracle Containers for J2EE（OC4J）を明示的に管理
できます。

また、カスタム PM Modules を使用してその他のプロセス（Oracle および他のサード・パー
ティ製品を含む）を管理するように OPMN を構成できます。詳細は、第 10 章「カスタム・プ
ロセスの構成」を参照してください。

OPMN の設計は拡張可能であるため、OPMN を更新せずに OPMN でアドオン・コンポーネン
トを管理できます。

OPMN では、すべての Oracle Application Server インスタンスをグリッド環境で管理すること
もできます。

2.3.1 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソール
OPMN の他にも、Application Server Control コンソールを使用して企業を管理できます。
Application Server Control コンソールは、OPMN の機能を利用して Oracle Application Server 
Enterprise を管理します。Application Server Control コンソールは、Web ブラウザを使用し
て、ネットワークおよび企業内のすべての Oracle Application Server コンポーネントを管理す
るグラフィカル・インタフェースを提供します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
OPMN: 概要 2-5
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2.3.2 グリッド・コンピューティングとグリッド・コンピューティングとグリッド・コンピューティングとグリッド・コンピューティングと OPMN
グリッド・コンピューティングは、複数の大規模なモジュール化されたサーバー・グループを
効率的にプーリングすることで仮想コンピューティング・リソースを作成するように設計され
たソフトウェア・アーキテクチャです。このリソース全体に、処理を透過的に分散できます。
グリッド・コンピューティングにより、低価格、高可用性を実現した、コンピュータ容量の効
率的な利用が可能になります。

10.1.3 の OPMN で提供される新しい構成および機能により、グリッド・コンピューティング・
モデルに固有の利点を効率的に利用できます。グリッド内のすべてのコンピュータは、使用可
能な OPMN コマンドによって管理できます。

2.3.3 OPMN によるクラスタ検出によるクラスタ検出によるクラスタ検出によるクラスタ検出
OPMN は、他の Oracle Application Server インストールや OC4J インスタンスの検出に使用で
きます。図 2-3 に、各クラスタのインスタンスにある OPMN を介して、Application Server 
Control コンソールでトポロジを検出する仕組みを示します。ホスト 1 の Application Server 
Control コンソールは、クラスタ全体を管理します。

図図図図 2-3 Application Server Control コンソールによるクラスタの管理コンソールによるクラスタの管理コンソールによるクラスタの管理コンソールによるクラスタの管理

クラスタ・トポロジ内では、1 つの Application Server Control コンソールインスタンスを実行
することが理想的です。Application Server Control コンソールでは、企業内の他の Oracle 
Application Server インスタンスに対する Java Management Extensions（JMX）リモート接続
が実行されます。それらのインスタンスは、Application Server Control コンソールの「クラス
タ・トポロジ」ページに管理可能なエンティティとして表示されます。OC4J をスタンドアロン
構成でインストールしている場合は、Application Server Control コンソールの「クラスタ・ト
ポロジ」ページは表示されません。

クラスタ内の Oracle Application Server インスタンスにある OPMN が応答しない場合は、
OPMN によるクラスタ・トポロジ検出は制限されます。図 2-4 に示すように、ホスト 3 の
OPMN インスタンスが応答しない場合、そのインスタンスは Application Server Control コン
ソールで検出されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server 管理者ガイド』

� 『Oracle Containers for J2EE 構成および管理ガイド』
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図図図図 2-4 OPMN によるクラスタ検出の制限によるクラスタ検出の制限によるクラスタ検出の制限によるクラスタ検出の制限

Application Server Control コンソールでクラスタ・トポロジを検出する機能は OPMN に依存
するため、あるインスタンスの OPMN が停止している場合、Application Server Control コン
ソールは、そのインスタンスがクラスタの一部ではないと判断します。

第 3.2 項「OC4J グループ」では、複数の OC4J インスタンスに対して共通の管理タスクを自動
的に実行できる OC4J グループについて説明しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle Application Server クラスタの作成方法および構成方法の
詳細は、『Oracle Containers for J2EE 構成および管理ガイド』を参照してくだ
さい。
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opmn.xml ファイルファイルファイルファイル

この章では、Oracle Application Server の opmn.xmlファイルの概要について説明します。こ
の章の項目は次のとおりです。

� 第 3.1 項「opmn.xml」

� 第 3.2 項「OC4J グループ」

� 第 3.3 項「opmn.xml の動的検出」

� 第 3.4 項「Dynamic Resource Management」

� 第 3.5 項「サービスのフェイルオーバー」

� 第 3.6 項「自動再起動」

� 第 3.7 項「イベント・スクリプト」

� 第 3.8 項「起動順序の依存関係」

� 第 3.9 項「OPMN ログ・ファイル」

� 第 3.10 項「セキュリティ」

� 第 3.11 項「IPv6 サポート」
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opmn.xml
3.1 opmn.xml
ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlファイルは、OPMN の主要な構成ファイルです。
opmn.xmlファイルには、PM および Oracle Application Server コンポーネント固有の構成情
報が含まれています。opmn.xmlファイルでは、システム上でどの Oracle Application Server
コンポーネントが OPMN によって管理されているかがわかります。

opmn.xmlファイルには、コンポーネント固有の要素名は含まれません。コンポーネント固有
の管理コードは、opmn.xmlファイルの modulesセクションの PM Modules で指定されてい
ます。これは OPMN の起動時にロードされます。

各レベルには、一連の固有の構成があります。また、複数のレベルで有効な構成要素もあるた
め、構成は Oracle Application Server コンポーネント全体に適用することもコンポーネントの
一部にのみ適用することもできます。

<ias-component>
<process-type>

<process-set>

<ias-component>: Oracle Application Server コンポーネントを表します。このエントリによ
り、起動や停止などのプロセスを実行するコンポーネントを管理します。 

<process-type>: <ias-component>エントリのサブコンポーネントで、特定の PM 
Modules に関連して実行するプロセス・タイプを宣言します。

<process-set>: <ias-component>エントリのサブ・サブコンポーネントで、Oracle 
Application Server コンポーネント用のオプションのランタイム引数やランタイム環境の異なる
セットを宣言できます。

opmn.xmlファイルには、Oracle Application Server コンポーネントのエントリが、例 3-1 に示
すような階層構造で配置されます。

例例例例 3-1 opmn.xml ファイルの要素のエントリファイルの要素のエントリファイルの要素のエントリファイルの要素のエントリ

<ias-component id="OC4J">
<process-type id="home">

<process-set id="default_group">....

ONS は opmn.xmlファイルで構成できます。例 3-2 は、opmn.xmlファイルの ons.conf要
素の例です。

例例例例 3-2 opmn.xml ファイルのファイルのファイルのファイルの ons.conf 要素要素要素要素

<notification-server>
<topology>

<nodes list="node-list"/>
<discover list="discover-list"/>
<gateway list="gateway-list"/>

</topology>
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3.2 OC4J グループグループグループグループ
Oracle Application Server 10g リリース 3（10.1.3.1.0）では、OC4J インスタンスをグループ化
できます。opmn.xmlファイルの <ias-component>要素は、グループ化メカニズムとして使
用可能です。 

OC4J グループでは、複数の OC4J インスタンスに対して共通の管理タスクを自動的に実行でき
ます。グループは、同じクラスタ・トポロジに属する、名前の類似した OC4J インスタンスを
緩やかに同期化したものです。 

たとえば、COLORSという OC4J グループを、次のように構成できます。

例例例例 3-3 10.1.3.1.0 のののの OC4J インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの opmn.xml

<ias-component id="COLORS">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type>
<process-type id="oc4J_soa" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type> 
</ias-component>

例 3-3 の例では、COLORSグループは、OC4J インスタンスの同期化された集まりを示していま
す。OC4J グループでは、複数の OC4J インスタンスに対して共通の管理タスクを自動的に実行
できます。この機能を使用すると、グループ内のすべての OC4J インスタンスを同時に構成で
きます。

具体的には、グループを使用すると、複数の OC4J インスタンスに次の各タスクを 1 回の手順
で実行できます。

� グループ内のすべての OC4J インスタンスの OC4J サーバー・プロパティを変更します。

� グループ内のすべての OC4J インスタンスを起動または停止します。

� グループ内のすべての OC4J インスタンスで、アプリケーションのデプロイ、アンデプロ
イ、再デプロイを実行します。

� JDBC データソースおよび接続プールの作成、変更、削除など、JDBC 管理操作を実行しま
す。

� JMS 宛先の作成と削除、および JMS コネクション・ファクトリの作成、変更、削除などの
JMS プロバイダ操作を実行します。

グループ・メンバーシップは、OC4J インスタンスに割り当てた名前によって自動的に定義され
ます。同じ名前を持つ OC4J インスタンスは、同じグループに属していると見なされます。 

Application Server Control コンソールを使用して OC4J インスタンスのグループを管理するに
は、グループ内のすべての OC4J インスタンスに、管理 OC4J インスタンスと同じ oc4jadmin
パスワードを構成する必要があります。
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3.3 opmn.xml の動的検出の動的検出の動的検出の動的検出
OPMN は、クラスタ環境内の他の ONS サーバーと通信するために動的検出を使用します。
opmn.xmlファイルには、マルチキャスト・アドレス、または OPMN が使用する検出サー
バーの一覧が含まれています。ONS では、この検出メカニズムによって新しいサーバーがクラ
スタに通知され、ONS トポロジに動的に組み込まれます。

ONS ネットワーク・トポロジには、同じ検出情報が構成された Oracle Application Server イン
スタンスがすべて組み込まれています。

この情報は、opmn.xmlファイルの notification-server要素の下に構成されています。
例 3-4 は、opmn.xmlファイル内の notification-server 要素を示しています。

例例例例 3-4 notification-server 要素要素要素要素

<notification-server interface="type">
<ipaddr remote="ip" request="ip"/>
<port local="port" remote="port" request="port"/>
<ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password"
openssl-certfile="path" openssl-keyfile="path" openssl-password="password"
openssl-lib="path"/>
<tune io-timeout="timeout" io-idle="interval" timeout="timeout"/>
<topology>

<nodes list="nodes"/>
<discover list="nodes"/>
<gateway list="nodes"/>

</topology>
</notification-server>

次の項では、動的検出の 3 つの構成タイプについて説明します。

� 第 3.3.1 項「マルチキャスト構成」

� 第 3.3.2 項「検出サーバーの構成」

� 第 3.3.3 項「ゲートウェイ構成」

3.3.1 マルチキャスト構成マルチキャスト構成マルチキャスト構成マルチキャスト構成
マルチキャスト構成の動的検出の場合、opmn.xmlファイルですべての ONS サーバーのマル
チキャスト・アドレスを構成します。ONS はこのアドレスを使用して、クラスタ内の他のすべ
ての Oracle Application Server インスタンスを検出します。

図 3-1「マルチキャスト構成」では、マルチキャスト構成の仕組みを動的に示しています。

クラスタに新しい Oracle Application Server インスタンスが追加されると、構成されたマルチ
キャスト・アドレスを使用して通知されます。接続トポロジは、インスタンスが追加または削
除されると ONS が自動的に管理します。
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図図図図 3-1 マルチキャスト構成マルチキャスト構成マルチキャスト構成マルチキャスト構成

複数のマルチキャスト・アドレスが構成されている場合もありますが、通常これはサブネット
やサブネットを接続するゲートウェイを区別するために使用されます。

マルチキャスト構成の実装方法の詳細は、第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してく
ださい。

3.3.2 検出サーバーの構成検出サーバーの構成検出サーバーの構成検出サーバーの構成
検出サーバー構成の動的検出の場合、1 つの Oracle Application Server インスタンスがすべて
のインスタンスの検出サーバーとして機能します。ONS はこの検出サーバーを使用して、クラ
スタ内の他のすべての Oracle Application Server インスタンスを検出します。 

図 3-2「検出サーバーの構成」では、検出サーバー構成の仕組みを動的に示しています。

クラスタに新しい Oracle Application Server インスタンスが追加されると、構成済の検出サー
バーと通信し自身を通知します。接続トポロジは、インスタンスが追加または削除されると
ONS が自動的に管理します。検出サーバーは、複数構成することもできます。

図図図図 3-2 検出サーバーの構成検出サーバーの構成検出サーバーの構成検出サーバーの構成

検出サーバー構成の詳細は、第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してください。
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3.3.3 ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成
ゲートウェイ構成の動的検出の場合、検出された複数のトポロジ・リングを相互接続するため
にゲートウェイが使用されます。 

図 3-3「ゲートウェイ構成」では、ゲートウェイ・サーバー構成の仕組みを動的に示していま
す。

ゲートウェイを使用すると、検出された複数のトポロジ・リングを相互接続できます。

図図図図 3-3 ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成ゲートウェイ構成

ゲートウェイ構成は、ネットワーク・トポロジ内のノードが同一のサブネット内にない場合や、
物理的に同じ場所にない場合に使用します。

ゲートウェイ構成の詳細は、第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してください。

3.4 Dynamic Resource Management
Dynamic Resource Management（DRM）は、必要な動作が記述され、必要な結果を得るため
にアクションを実行する OPMN の機能です。DRM の機能を使用すれば、構成を変更するだけ
でプロセスの管理方法をカスタマイズできます。DRM では、ユーザーが構成する一連のディレ
クティブに従って、システムの状態に基づくプロセス管理コマンドを発行できます。

DRM は、単一の Oracle Application Server インスタンスで稼動するように設計されています。
クラスタ環境では、DRM 機能をローカル・インスタンスごとに使用できます。

OPMN によって認識される Dynamic Monitoring Service（DMS）メトリックも、システムの状
態として考慮に入れることができます。ユーザーは、DMS が実行時に収集したパフォーマンス
情報（DMS メトリック）を使用して、システムのパフォーマンスを分析したり、システムのス
テータスを監視することができます。DMS メトリックには、事前設定された常駐のメトリック
と、ユーザーが定義し実装するメトリックがあります。DMS の詳細は、『Oracle Application 
Server パフォーマンス・ガイド』を参照してください。

DRM を使用すると、プロセス管理コマンドをトリガーする条件を指定して、自動的に発行する
ことができます。これは、Resource Management Directive（RMD）を使用して実行できます。
RMD は、次のような情報を指定する一連の条件です。

� アクションを実行する前に評価する必要のある一連の情報

� アクションをトリガーする一連の情報の値

� 一連の情報が評価され、分析された後に実行するアクション

RMD を使用すると、システム状態を定期的に監視し、その状態が RMD で指定した有効範囲を
超えた場合にアクションを実行できるように OPMN を構成することができます。
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たとえば、図 3-4 の DRM の図では、RMD を次のように構成できます。

� 毎日 17:00 時に、ロードのピークを見込んで、2 つの OC4J プロセスを起動する。

� Java Virtual Machine（JVM）のヒープ・サイズが 500MB を超えた場合、2 つ目の OC4J プ
ロセスを起動する。

� 平均レスポンス時間が 500 ミリ秒を超えた場合、OC4J インスタンスを起動する。

図図図図 3-4 DRM による管理による管理による管理による管理

RMD の詳細は、第 3.4.1 項「Resource Management Directive」を参照してください。

3.4.1 Resource Management Directive
RMD とは、評価する一連の情報、この情報のうちのアクションのトリガー対象となる値、およ
び実行するアクションです。RMD は、次の 7 つの項目で構成されています。

� メトリックメトリックメトリックメトリック : 特定のアクションの実行の決定材料となる情報

たとえば、次のとおりです。

– メモリー使用量

– CPU 使用率

– 平均レスポンス時間

– リクエスト・キューの長さ

– データベース接続の利用可能性

� 頻度頻度頻度頻度 : 指定されたメトリック値の評価対象となる頻度 

この設定では、システムのパフォーマンスが不安定になったり、メトリック値のポーリン
グ回数が不要に増えない程度に、状況の変化に迅速に対応できるよう、RMD の評価の頻度
を増やすことができます。
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� 条件条件条件条件 : 評価するメトリックのルールの指定

たとえば、次のとおりです。

– 1 つのメトリックの固定値との比較。たとえば、CPU 使用率が 75% を超えているかど
うかを調べます。

– 値の組合せ。たとえば、CPU の使用率が 75% を超え、メモリーの使用量が 50MB を
超え、平均レスポンス時間が 0.1 秒を超える場合など。

� 期間期間期間期間 : 条件に何回またはどの程度の期間、達したらアクションをトリガーするか

これは、条件に満たないときは、不要なアクションを実行しない場合に使用します。一時
的な状況だけでリソースの割当てを増やすのではなく、75% 超の CPU 使用率が 2 分間以
上続いた場合にのみ、管理者がアクションを実行したいと考える場合などです。

� アクションアクションアクションアクション : 前述の 4 つの項目（メトリック、頻度、条件、期間）の状態に一致した場合に
実行するアクション

このアクションは、コンポーネントの起動、停止、または再起動などです。また、新たに
プロセスを起動するなどの別のリソースの要求や、別のノードでのアプリケーションの起
動要求も含みます。

� 例外例外例外例外 : アクションの実行に失敗した場合、その後に実行するアクションの指定

例外では、代替のアクションを実行したり、Oracle Enterprise Manager 10g などのモニ
ターにメッセージを送信したりすることができます。

� 間隔間隔間隔間隔 : ias-componentに構成された各 process-setが評価される間隔の指定

DRM は、RMD で指定されたアクションを評価し、実行します。 

図 3-5 では、2 つのホスト上での DRM の管理を示しています。いずれのホストにも App1 と
App2 の 2 つのアプリケーションが配置されています。2 つのホストはアプリケーションのロー
ドを負担しています。それぞれのホストは 大 5 プロセスを実行できる容量があります。図 3-5
では、App1 の要求の方が App2 よりも多いため、ロードの処理に App1 の方が多くのプロセ
スが起動されています。

図図図図 3-5 2 つのホスト上のつのホスト上のつのホスト上のつのホスト上の DRM: App1

図 3-6 では、App2 への要求が増大し App1 への要求が減少するに従って、App1 のプロセスが
自動的にシャットダウンし、App2 のプロセスが自動的に増え起動される様子を示しています。
リソースがどの程度必要かは各コンピュータで判断され、コンピュータ間では調整しません。
需要の変化はコンピュータごとに検知され、それぞれで類似のアクションを実行してそれを吸
収しようとするため、システム全体としては需要に対応します。

両コンピュータの各アプリケーションの総需要は、2 ～ 8 プロセスです。今までは、アプリ
ケーションごとのシステム・リソースのピーク需要の処理が可能な、ハードウェア構成をする
必要がありました。そのため、プロセスを 16 実行できるシステム・ハードウェアを用意する必
要がありました。 

3 台のコンピュータでそれぞれプロセスを 5 つ実行できるとしても、アプリケーションの需要
に対しシステム・リソースは不十分です。しかし、DRM を使用して App1 と App2 間でリソー
スを動的に調整すると、各アプリケーションのピーク時のロードは 2 台のコンピュータのみで
処理できます。
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図図図図 3-6 2 つのホスト上のつのホスト上のつのホスト上のつのホスト上の DRM: App2

例 3-5 に、RMD の構文を示します。

例例例例 3-5 RMD の構文の構文の構文の構文

<rmd name="rmd name">
<conditional>

<!CDATA[conditional]>
</conditional>
<action value="action 1"/>
<action value="action 2"/>
...
<action value="action N"/>
<exception value="exception 1"/>
<exception value="exception 2"/>
...
<exception value="exception N"/>

</rmd>

例 3-6 では、RMD が、プロセスの平均リクエスト・レスポンス時間が 大しきい値の 1 分を上
回っているかどうかを評価し、上回っている場合は、構成上可能であれば別のプロセスを起動
します。

例例例例 3-6 RMD のレスポンス時間の構文のレスポンス時間の構文のレスポンス時間の構文のレスポンス時間の構文

<rmd name="rampUp">
<conditional>

<![CDATA[([process-set].responseTime > 5000) {duration(60)} &
([process-set].numProcs <[process-set].maxProcs)]]>

</conditional>
<action value="exec $ORACLE_HOME/scripts/logevent {ias-component} {process}
slow response"/>
<action value="start {process-set}"/>
<exception value="exec $ORACLE_HOME/scripts/mailadmin {ias-component}
{process-type} {process-set} could not start"/>

</rmd>

図 3-7、図 3-8、図 3-9、および図 3-10 は、構成されたパラメータを上回った場合の RMD のア
クションを示しています。

注意注意注意注意 : 例 3-6 と例 3-7 で使用されているメトリック値は例であり、実際のメ
トリック値ではありません。RMD 定義に使用できる、OPMN で利用可能な
メトリックは、opmnctl dmsdumpコマンドの実行後に取得できます。接続
された OC4J インスタンスから追加メトリックを取得するには、メトリック・
ベースのロード・バランシング統計を有効にします。利用可能なメトリック
の詳細は、『Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド』を、メト
リック・ベースのロード・バランシングを有効にする方法の詳細は、『Oracle 
HTTP Server 管理者ガイド』の mod_oc4jの付録を参照してください。
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図 3-7 では、平均リクエスト・レスポンス時間が上限のしきい値を上回っており、
process-setの OC4J プロセス数が、構成された 大数を下回っています。

図図図図 3-7 RMD の上限のしきい値を上回った場合の上限のしきい値を上回った場合の上限のしきい値を上回った場合の上限のしきい値を上回った場合

図 3-8 では、RMD がアクションを実行し、それによって ShopCart process-setに対しても
う 1 つ OC4J プロセスが起動されています。

図図図図 3-8 プロセスを追加して起動する場合プロセスを追加して起動する場合プロセスを追加して起動する場合プロセスを追加して起動する場合
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図 3-8 のディレクティブには、平均リクエスト・レスポンス時間が 5 分間以上、下限のしきい
値を下回った場合に余分な OC4J プロセスを停止する、補完的な RMD（例 3-7）があります。

例例例例 3-7 補完的な補完的な補完的な補完的な RMD

<rmd name="rampDown">
<conditional>

<![(CDATA[([process-set].responseTime < 2000) {duration(500)} &
([process-set].numProcs > [process-set].minProcs)]]>

</conditional>
<action value="exec $ORACLE_HOME/scripts/logevent {ias-component} {process}
fast response"/>
<action value="stop {process-set}"/>
<exception value="exec $ORACLE_HOME/scripts/mailadmin {ias-component}
{process-type} {process-set} could not stop"/>

</rmd>

図 3-9 では、平均リクエスト・レスポンス時間が、 低 5 分間は下限のしきい値を下回ってお
り、ShopCart process-setの OC4J プロセス数が、構成された 小数を上回っています。

図図図図 3-9 プロセス数が構成された最小値を上回った場合プロセス数が構成された最小値を上回った場合プロセス数が構成された最小値を上回った場合プロセス数が構成された最小値を上回った場合

図 3-10 では、RMD がアクションを実行し、それによって ShopCart process-setに対し
OC4J プロセスが停止されています。
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図図図図 3-10 RMD がリクエストを完了するプロセスを停止した場合がリクエストを完了するプロセスを停止した場合がリクエストを完了するプロセスを停止した場合がリクエストを完了するプロセスを停止した場合

3.4.2 RMD の構成の構成の構成の構成
RMD には 2 種類の構成方法があります。その方法は、次のとおりです。

� OPMN によって管理される特定の階層レベルのコンポーネントと関連付けます（たとえ
ば、特定の ias-component、または process-set）。

� グローバルなエンティティ

階層内の特定の場所に関連付けられた RMD には、その階層内の場所と相対的に RMD に関連
付けられたメトリックおよびアクションしか指定できません。各 RMD には評価レベルがあり、
評価レベルには、ディレクティブによって参照される も低い OPMN コンポーネント・レベル
を指定します。上位に定義する RMD（ias-componentなど）は、その RMD から参照される
下位のすべてのコンポーネント（process-setなど）によって継承されます。たとえば、
process-setを参照する ias-componentレベルで定義された RMD は、その
ias-componentのすべての process-setsによって継承されます。

グローバル RMD は、opmn.xmlファイルの別のセクションに構成します。グローバル RMD
は、DMS ツリー内のすべてのメトリックを使用でき、OPMN によって管理されているすべて
のコンポーネントにアクションを実行できます。DMS の詳細は、『Oracle Application Server
パフォーマンス・ガイド』を参照してください。

3.4.2.1 RMD の条件の条件の条件の条件
RMD の条件には、アクションをトリガーするシステムの状態を記述します。条件は、2 つの値
の比較を論理的に組み合せたものです。OPMN のあらゆる機能と同様に、条件文では大文字と
小文字が区別されます。使用できる値には次のものがあります。

� OPMN DMS ツリーから入手可能な DMS メトリック

DMS の詳細は、『Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド』を参照してくださ
い。

� 定数値（例 : 500000）

� 時間値（例 : 5 PM）

DMS メトリックは、OPMN DMS ツリー内の位置に基づいて記述します。次のような記述方法
があります。

�  完全修飾パス

� 階層の相対参照

� グローバルな絶対参照
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目的のメトリックへの完全修飾パスは、先頭にスラッシュ（/）を付け、OPMN インスタンス
からのフルパス（/pm/host_statistics/freePhysicalMem）を記述します。OPMN イン
スタンスの接頭辞は、自動的にこれらのパスに追加されます。

完全修飾されたパス名を持つメトリックは、階層 RMD 条件とグローバル RMD 条件の両方か
ら参照できます。

RMD が階層の場合、メトリックは、[process-set].numProcsのように相対パスの形式で
記述できます。これは、その RMD が属す階層内の process-setの numProcsメトリックで
あることを示します。

階層 RMD 条件で指定できるコンポーネントは次のとおりです。

� [ias-component]: opmn.xmlファイルの階層内の ias-component要素を示します。

� [process-type]: opmn.xmlファイルの階層内の process-typeを示します。

� [process-set]: opmn.xmlファイルの階層内の process-setを示します。

� [process]: ランタイム階層内のプロセスを示します。

� [application]: ランタイム階層内のアプリケーションを示します。他のすべての階層の
記述仕様とは異なり、具体的なアプリケーション名を指定できます。

RMD がグローバルの場合、メトリックは、絶対的な開始ポイントを記述した後、相対パスを記
述できます。たとえば、次のとおりです。

[ias-component=WebCache][process-set=WebCache].numProcs

これは、ias-component WebCacheに属する、process-set Webcacheのメトリック
numProcsを示します。

グローバル RMD 条件で指定できるコンポーネントは次のとおりです。

� [ias-component=<comp>]: opmn.xmlファイルの ias-component <comp>を示しま
す。

� [process-type=<ptype>]: opmn.xmlファイルの process-type <ptype>を示しま
す。

� [process-set=<pset>]: opmn.xmlファイルの process-set <pset>を示します。

� [process]: プロセスを示します。

� [application]: アプリケーションを示します。

� [application=<app>]: プロセスで実行されているアプリケーション<app>を示します。

OPMN プロセス・リクエストと同様に、ディレクティブで指定されていないコンポーネントは
ワイルドカードと見なされます。そのため、[process-set=home]を参照するグローバル
RMD は、opmn.xmlファイルの id homeが付いたすべての process-setで評価されます。

1 つの条件で、複数の OPMN コンポーネントを参照することはできません。たとえば、1 つの
条件で、[ias-component=Webcache]と [ias-component=HTTP_Server]は参照できま
せん。同様に、1 つの条件で、下位の構成コンポーネントを参照する場合、そのコンポーネン
トは参照元である上位のコンポーネントに属している必要があります。

プロセスを除き、大カッコで囲まれたセクションは、OPMN DMS ツリーのダンプに示される
ように、DMS ツリーのタイプと一致する必要があります。

階層 RMD とグローバル RMD のいずれでも、カッコ付セクションを複数指定できますが、後
続のセクションでは、ツリーの範囲を限定していく必要があります。順序としては、ツリーの
頂点から枝葉に向かうようにする必要があります。プロセスは、ias-componentの前に記述
することはできません。

定数値は、小数点を含む平易な数値である必要があります。定数値を DMS メトリックと比較
する場合は、比較対象である DMS メトリックと同じ単位にする必要があります。DRM では、
演算子の右側にある数値を左側で同じタイプ（小数点または整数）に変換しますが、それ以外
の単位は変換されません。
opmn.xml ファイル 3-13



Dynamic Resource Management
時間の値は、24 時間形式（hh:mm）で指定しますが、オプションで曜日のインジケータと組み
合せることができます。使用できる曜日の略語は、mon、tue、wed、thu、fri、sat、sun
です。曜日インジケータには、単一の値、カンマ区切りリスト、またはダッシュを使用したリ
ストが使用できます。たとえば、次のとおりです。

� 17:00: 毎日の午後 5 時

� [mon-fri].21:45: 平日の午後 9 時 45 分

� [mon,wed,fri].5:00: 月曜、水曜、金曜の午前 5 時

現在の時間は、キーワード {time}で表します。演算子の左側に指定した曜日に、右側で指定
した曜日が含まれない場合、時間の比較は false と評価されます。つまり、デフォルトでは、曜
日が同じであるかどうかのみが評価され、その評価が true の場合のみ、時間の値が指定された
演算子で評価されます。曜日の後ろに @文字を追加することにより、単一の曜日に対する比較
を強制できます。この場合、日曜（sun）は値 0、土曜（sat）は値 6 として扱われます。

� {time} < [wed].12:00: 水曜の正午までの場合のみ true

� {time} < [wed@].12:00: 日曜の 00:00 から水曜日の正午までなら true

値の比較には次の演算子を使用できます。より小さい（<）、以下（<=）、より大きい（>）、以
上（>=）、等しい（=）、等しくない（!=）。

また、一重引用符文字（'）を使用して引用符内に文字列値を指定することもできます。ただ
し、演算子として使用できるのは、等しい（=）と等しくない（!=）のみです。

比較は、演算子を使用して論理的に組み合せることができます。たとえば、AND（&）、OR
（|）、NOT（!）、GROUPING（( )）などの演算子を使用できます。論理 NOT 単項演算子
（!）を比較する論理グループの前に付けると、その結果を論理的に反転できます。

キーワード {duration(interval)}を使用すると、指定された時間隔（秒単位）に条件が
true と評価された場合にのみ、条件がトリガーされるように指定することもできます。この場
合、条件は、ある期間に限ってしか評価されないことに注意してください。期間の値を指定し
た場合、その期間すべての評価が条件に一致した場合にのみ、条件はトリガーされます。これ
は、指定された時間隔全体でこの条件が true であることを保証する近似処理です。この近似処
理の精度は、duration の値と評価期間の割合に依存します。条件が true と評価されると、その
評価のすべての duration がリセットされます。条件が false と評価された場合は、評価の間に
出現しなかった duration はリセットされます。

次の例では、RMD 条件で特定の状態を検出します。

� JVM のヒープ・サイズが 500MB を超える場合（グローバル RMD）:

[process-set=home][process].heapSize > 500000

� 時間が平日の午後 5 時の場合

{time} = [MonFri].1700

� 少なくとも 60 秒間の平均リクエスト時間が 500 ミリ秒より大きく、階層 RMD が構成され
ている process-setに対して実行されているプロセスが 4 より少ない場合（OC4J）:

([process].avgReqTime > 500 {duration(60)})&([process-set].numProcs 
<4)

� 直近の 3 分間に空きシステム・メモリーが 50MB 未満であった場合

/pm/host_statistics.freePhysicalMemory < 50000 {duration(180)}
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3.4.2.2 RMD アクションアクションアクションアクション
RMD のアクションのセクションにはアクション要素のリストがあります。これらはプロセス管
理コマンドで、RMD の条件に一致した場合に実行されるアクションです。これらのコマンドの
構文は、opmnctlの構文と類似していますが、有効範囲はありません。 

RMD に指定できるアクションには、次のものがあります。

� start: 指定した引数リストとともに起動リクエストを実行します。

� restart: 指定した引数リストとともに再起動リクエストを実行します。

� stop: 指定した引数リストとともに停止リクエストを実行します。

� exec: 指定したプログラムまたはスクリプトを引数リストとともに実行します。

start、restart、および stopリクエストのターゲットは、RMD 条件で参照される OPMN
コンポーネントと相対的であると見なされます。リクエストの範囲を限定するために、それら
のコンポーネントを示すキーワードを使用する必要があります。

次のキーワードを使用できます。

� {ias-component} ias-component=<comp>

� {process-type} process-type=<ptype>

� {process-set} process-set=<pset>

� {process} uniqueid=<uid>

� {application} application=<app>

start、restart、および stopアクションでは、キーワード {process}は他のキーワード
とともに使用しないでください。

また、execアクションには、{pid}キーワードを使用できます。これは、条件が
process-setまたはプロセスを参照する場合、pid=<pid>と同じであると見なされます。

ただし、アクションは、条件で参照される 下位の OPMN コンポーネントよりも下位の
OPMN コンポーネントのキーワードは参照できません（たとえば、条件が ias-component
のみを参照する場合、アクションに使用できるのは {ias-component}キーワードのみです）。
このルールの例外は、条件が process-setを参照する場合に、アクションが {process}を
参照できることです。ただし、その場合、RMD は process-setレベルではなく、プロセス・
レベルで評価されます。

start、restart、および stopリクエストが成功ではない状態を返す場合（200 が成功）、ま
たは execが 0 以外のコードで終了する場合、残りのアクションは省略され、RMD に構成され
た例外処理が実行されます。

タイムアウト値はアクションごとに構成できます。start、restart、および stopアクショ
ンのデフォルトのタイムアウト値は、OPMN リクエストに構成された（またはデフォルトの）
タイムアウト値です。execアクションのデフォルトのタイムアウト値は 30 秒です。

RMD リクエストの結果は、OPMN プロセス・マネージャ・ログに記録されます（リクエスト
の開始と完了が記録されます。完了ステータスはレベル 4、完全な結果はレベル 5）。execプロ
グラムまたはスクリプトの stdoutおよび stderrは、$ORACLE_
HOME/opmn/logs/rmd.outに送られます。ただし、rmd.outファイルではローテーション
は行われません。そのため、プログラムとスクリプトではそれぞれ固有のログ・ファイルを保
持し、使用する必要があります。プログラムおよびスクリプトでは、ファイル・ディスクリプ
タ stdoutおよび stderrには出力しないでください。
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次に RMD アクションの例を示します。

� ホーム・インスタンス内で定義された階層 RMD 内のホーム OC4J インスタンスで別の JVM
を起動します（この process-setは、minprocs/maxprocsで構成する必要がありま
す）。

start {ias-component}{process-type}{process-set} numprocs=1

� ホーム・インスタンス内で定義された階層 RMD 内のホーム・インスタンスで JVM を再起
動します。

restart {process}

� RMD 条件によって参照される全体の ias-componentを停止します。

stop {ias-component}

� 指定されたプログラムを実行して、参照プロセスの UID および pid を渡します。

exec $ORACLE_HOME/mybin/report.sh "RMD triggered" {process} {pid}

3.4.2.3 RMD の例外の例外の例外の例外
RMD の例外セクションは、RMD のアクション・セクション内のいずれかのプロセス管理コマ
ンドが正常に実行できなかった場合に実行するプロセス管理コマンドのリストです。例外セク
ションの形式は、アクション・セクションの形式と同じです。

3.4.2.4 opmn.xml ファイルのファイルのファイルのファイルの RMD 構成構成構成構成
RMD は、opmn.xmlファイルの rmd-defintionsというセクションに構成されます。各
RMD の条件、アクション、例外の部分は、.xml定義の属性です。例 3-8 に、RMD が
opmn.xmlファイルの階層 RMD として定義される例を、例 3-9 に、RMD がグローバル RMD
として定義される例を示します。

例例例例 3-8 階層階層階層階層 RMD の例の例の例の例

<process-type id="home" moduleid="OC4J" status="enabled">
.
.
.
<rmd-defintions>
<rmd name="requesttime" description="Start another OC4J (if possible) when the
response time of any exiting OC4J in home exceeds 500msecs for a minute"
interval="30">
<conditional>
<![CDATA[([process].avgReqTime > 500 {duration(60)})&([process-set].numProcs
< 4)]]>
</conditional>
<action value="start {ias-component}{process-type}{process-set} numprocs=1"/>
<exception value="exec $ORACLE_HOME/mybin/mailer.sh {ias-component}
{process-type}{ process-set} failed to start on RMD request"/>

</rmd>
</rmd-defintions>

</process-type>
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例例例例 3-9 グローバルグローバルグローバルグローバル RMD の例の例の例の例

<process-manager>
.
.
.
<rmd-defintions>
<rmd name="requesttime" description="Start another OC4J (if possible) when the
response time of any exiting OC4J in home exceeds 500msecs for a minute"
interval="30">
<conditional>
<![CDATA[([process].avgReqTime > 500 {duration(60)})&([ias-component=OC4J]
[process-set=home].numProcs < 4)]]>
</conditional>
<action value="start {ias-component}{process-type}
{process-set}.numprocs=1"/>
<exception value="exec $ORACLE_HOME/mybin/mailer.sh {ias-component}
{process-type}{process-set}failed to start on RMD request"/>

</rmd>
</rmd-defintions>

</process-manager>

3.4.2.5 RMD の評価の評価の評価の評価
RMD は、構成された間隔、またはデフォルト値の 30 秒で定期的に評価されます。ただし、
RMD を評価するために消費される CPU サイクルと、RMD を実行する更新検出との間にはト
レード・オフがあります。{duration()}キーワードによって定義される評価期間と時間値
は、適切な割合である必要があります。

RMD は、RMD が構成されている場所と、条件によって参照される対象に基づいて評価されま
す。グローバル RMD の場合は、メトリックまたは内部の時間値へのフルパスのみが参照され、
構成された時間間隔ごとに 1 つの評価のみが実行されます。ias-componentの下で定義され、
process-setを参照する階層 RMD の場合は、ias-componentに構成された各
process-setが時間間隔ごとに 1 度評価されます。条件、アクション、または例外のいずれ
かのプロセスを参照する RMD の場合は、RMD によって参照されるコンポーネントの下位の各
プロセスが時間間隔ごとに 1 度評価されます。ただし、プロセスを参照する RMD は、プロセ
スが存在し、Alive 状態である場合にのみ評価されます。

DMS メトリックは、評価時に取得されます。参照された DMS メトリックが見つからない場合
は、その部分の条件は false として評価されます。

メトリックの無効なタイプの比較は、評価時に検出されます。無効なタイプの比較が出現した
場合、現在の評価が中止され、RMD は無効になり、その RMD に基づく他のすべての評価は中
止されます。エラーは、OPMN プロセス管理ログに記録されます。

3.5 サービスのフェイルオーバーサービスのフェイルオーバーサービスのフェイルオーバーサービスのフェイルオーバー
サービスのフェイルオーバーは、処理を行っているサーバー上のサービスが停止したときに、
実行する必要があるその重要なプロセスを Oracle Application Server クラスタ内の他の場所に
指定するメカニズムです。これにより、優先して実行を継続させる必要があるプロセスを選択
できます。

process-type opmn.xmlファイル内のすべての要素は、サービスのフェイルオーバー対象と
して構成できるため、一度起動すれば、構成された数のそのサービスのプロセスは必ずクラス
タ内のいずれかの Oracle Application Server インスタンスで実行され続けることが保証されま
す。

サービス・フェイルオーバーを実行する Oracle Application Server インスタンスは、インスタ
ンスごとに構成します。利用可能なインスタンスでどのプロセスを優先的に実行するかは、イ
ンスタンスごとに構成できます。
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サービスのフェイルオーバー対象として構成された process-typeには、1 つしか
process-setを定義できません。1 つのサービス・フェイルオーバー・インスタンスで実行で
きるプロセスは 1 つのみです。

図 3-11 は、すべてのインスタンスがサービスのフェイルオーバー対象として構成されているク
ラスタで、サービスのフェイルオーバー・プロセスが起動されたところを示しています。 

図図図図 3-11 サービスのフェイルオーバーの開始サービスのフェイルオーバーの開始サービスのフェイルオーバーの開始サービスのフェイルオーバーの開始

図 3-12 に示すように、サービスのフェイルオーバー・プロセスが実行されているインスタンス
が、メンテナンス、予期せぬ停電、またはネットワーク障害などにより停止した場合、OPMN
は、サービスのフェイルオーバー対象の Oracle Application Server インスタンスの中からその
プロセスを引き継ぐ別のインスタンスを選択します。図 3-12 に示したすべてのインスタンス
は、サービス・フェイルオーバー対象です。

図図図図 3-12 稼動中のサービス・フェイルオーバー稼動中のサービス・フェイルオーバー稼動中のサービス・フェイルオーバー稼動中のサービス・フェイルオーバー
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3.6 自動再起動自動再起動自動再起動自動再起動
OPMN では、コンポーネントの自動障害検出および再起動の制御、OPMN がプロセスの障害
を特定する際に使用するパラメータの設定、各コンポーネントの自動再起動の無効化を実行で
きます。

OPMN は、次の方法で管理対象プロセスの動作を監視します。

� オペレーティング・システム・レベルでの Oracle Application Server プロセス障害の検出

� Oracle Application Server プロセスへの定期的な ping リクエスト

� Oracle Application Server プロセスの定期的なステータス通知（リバース ping）

ping および通知機能は、Oracle Application Server コンポーネントの機能に従って適切な場合
にのみ実行されます。

OPMN は、予期せず中断した Oracle Application Server コンポーネントを自動的に再起動しま
す。また OPMN は、通知および ping 操作の結果に基づいて応答しないプロセスを再起動しま
す。

3.7 イベント・スクリプトイベント・スクリプトイベント・スクリプトイベント・スクリプト
特定のコンポーネントが起動、停止またはクラッシュしたとき独自のカスタム・イベント・ス
クリプトを実行するように OPMN を構成できます。次のいずれかのイベントを選択できます。

� pre-start: このスクリプトは、構成した依存関係のチェックが問題なく実行された後、
Oracle Application Server コンポーネントが起動される前に実行されます。たとえば、
pre-start スクリプトを使用して、外部コンポーネントに対するサイト固有の初期化を実行
できます。

� pre-stop: このスクリプトは、指定した Oracle Application Server コンポーネントを停止す
る前に実行されます。たとえば、pre-stop スクリプトを使用して、OC4J プロセスを停止す
る前に Java Virtual Machine のスタック・トレースを収集できます。

� post-crash: このスクリプトは、Oracle Application Server コンポーネントが予期せず中断
した後に実行されます。たとえば、post-crash イベント発生時に管理者のポケベルへ通知
が送信されるようにスクリプトまたはプログラムを作成しておけば、コンポーネントのク
ラッシュを把握できます。

3.8 起動順序の依存関係起動順序の依存関係起動順序の依存関係起動順序の依存関係
Oracle Application Server のコンポーネントやサービスによっては、起動前に他のコンポーネ
ントやサービスを実行させておく必要があります。OPMN では、インストール時にデフォルト
の起動順序の依存関係が構成されるため、1 つのコマンドで、インスタンス内のすべてのコン
ポーネントを正しい順序で起動できます。Oracle Application Server の依存関係の詳細は、
『Oracle Application Server 管理者ガイド』を参照してください。

OPMN には一連の依存関係が構成されますが、環境に応じて追加の依存関係を構成できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 A.2.4 項「イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング」

� 第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」の <event-scripts>
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3.9 OPMN ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
OPMN が生成するログ・ファイルには、パフォーマンスや構成の問題の特定に役立つ重要な情
報が保存されています。Application Server Control コンソールでは、Oracle Application 
Server コンポーネントのログ・ファイルを容易に検索および表示し、確認できるようになって
います。

3.10 セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
ONS クライアントおよび PM 管理プロセスが使用する OPMN のローカル・リスナー・ポート
では、セキュリティに Secure Socket Layer（SSL）暗号化を使用しませんが、別の 2 つのメカ
ニズムを使用して OPMN サーバーへのアクセスを許可します。

� OPMN は、ローカル・リスナー・ポートをローカル・ホストにバインドします。ローカ
ル・システムのユーザーは、このポートに接続して OPMN プロセスの制御リクエストを発
行します。情報のリクエストは、システム IP にバインドされた OPMN リクエスト・ポー
トに対して有効です。リクエスト・ポートは、SSL 暗号化をサポートしません。

� OPMN サーバー・プロセスが初めて起動してローカル・ポートに正常にバインドすると、
出力可能な ASCII 文字の文字列が作成され、これがローカル接続の鍵として使用されま
す。ローカル・ポートへのすべての接続は、この鍵が含まれていないと OPMN サーバーに
より切断されます。ASCII 文字列は、ORACLE_HOME/opmn/conf/.formfactorファイ
ルに記述されます。.formfactorファイルにアクセスできないプロセスは、OPMN サー
バーとの相互作用を許可されません。 

セキュリティ上の理由から、OPMN サーバーは、無効なフォーム・ファクタ鍵（この OPMN
プロセスが .formfactorファイルに記述した値と一致しない鍵）を使用したローカル・ポー
トへの接続をすべて記録します。 

セキュリティ違反の他に、接続が失敗する原因となる 4 つの一般的なユーザー・エラーがあり
ます。

� ユーザーが、間違ったユーザー ID を使って OPMN クライアントを手動で実行しようとす
る。アプリケーション・サーバーのユーザーのみ .formfactorファイルの値を読み取る
ことができるため、間違ったユーザーが実行するリクエストまたはプロセスでは、OPMN
サーバーに正しい鍵を指定できません。

� ユーザーが、間違った ORACLE_HOMEから OPMN クライアントを実行しようとする。1 つ
のシステムに複数の ORACLE_HOMEインスタンスを構成できます。他の ORACLE_HOMEイ
ンスタンスの OPMN が同じローカル・ポートを使用するように構成されていると、間違っ
た ORACLE_HOMEの Oracle Application Server プロセス・リクエストが、間違った
.formfactorファイルを読み取ります。

� ユーザーが、opmn.xmlファイルのローカル・ポート構成を手動で変更し、前の OPMN
サーバーを停止せずに新しい OPMN サーバーを起動した。新しい OPMN サーバーを実行
すると、このプロセスが新しいポートにバインドし、.formfactorファイルが上書きさ
れます。ローカル・ポートから前の OPMN サーバーに接続できなくなり、リモートの
OPMN リクエスト（SSL および認証が構成されている場合）を実行するか前の OPMN
サーバーを手動で停止しないと、前のサーバーをシャットダウンできなくなります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

� 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
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� Oracle Application Server と Oracle Database の両方が ONS を使用している。これらの 2 つ
の製品が同じホストにインストールされている場合は、ONS 用のデフォルト・ポート値
（ローカルが 6100、リモートが 6200）が Oracle Database と Oracle Application Server の両
方で同一であるため、ONS ポートの競合が発生します。

Oracle Database では、ONS は特別な構成に対してのみ使用されるため、通常は起動され
ていません。この場合、データベース・リスナーが Database ONS サーバーに接続を試み
ると、Oracle Application Server とともにインストールされた ONS サーバーに接続してし
まうことになります。ONS（OPMN の構成要素としての）は、Oracle Application Server
の起動時は常に起動されています。

Oracle Database は Oracle Application Server とは異なる ORACLE_HOMEにインストールさ
れるため、Oracle Application Server とともに OPMN が起動されたときに作成された
.formfactorファイルに Database ONS はアクセスできません。結果として、データ
ベース・リスナーは OPMN への接続を試み、DB リスナーはそれをフォーム・ファクタ文
字列のない自分用のスタンドアロン ONS として解釈します。Oracle Application Server 
OPMN は、ons.logファイルに次のようなエラーを記録します。

04/11/15 18:43:32 [4] Local connection 0,127.0.0.1,6100 invalid form factor

これは OPMN の予定された動作で、正しいフォーム・ファクタ文字列を所持しないかぎ
り、ONS サーバーへのクライアント・アクセスが禁止されます。

Oracle Database リスナーが Oracle Application Server OPMN サーバーに接続するのを回
避するには、Oracle Database とともにインストールした ONS サーバーに対するデフォル
トのローカルおよびリモート・ポート値を変更します。別の方法としては、OTN から入手
可能な 新の Oracle Database パッチセットを適用できます。

http://www.oracle.com/technology/products/

3.10.1 リモート・セキュリティリモート・セキュリティリモート・セキュリティリモート・セキュリティ
OPMN は、同じクラスタ内の他の OPMN サーバーへのリモート・リクエストをサポートしま
すが、セキュリティ上の理由から、すべてのプロセス制御リクエスト（起動、再起動および停
止）は、opmn.xmlファイル内で SSL が有効であり、Wallet ファイルが構成されている場合に
のみ許可されます。SSL および Wallet ファイルのいずれも構成されていない場合、OPMN はリ
モートのすべてのプロセス制御リクエストを HTTP コード 403 で拒否します。

リモート管理に使用するリモート・ポートでは、SSL を有効にする必要があります。このリ
モート・ポートは、複数の OPMN サーバー間の通信にのみ使用してください。Oracle 
Application Server コンポーネントおよび Application Server Control コンソールは、リモート
管理でアクセスできないローカル・ポートを使用して送信を行います。すべてのアクセス制御
および認証は、Application Server Control コンソールを通して制御されます。

Oracle Application Server のインストール時、OPMN はデフォルトの証明書が含まれた Wallet
を使用するように構成されます。安全性のため、この証明書をセキュアな一意の証明書と交換
する必要があります。Oracle Wallet 内で証明書を構成する方法の詳細は、『Oracle Application 
Server 管理者ガイド』を参照してください。

『Oracle Application Server 管理者ガイド』に記載されている orapkiスクリプトを使用する
と、OPMN で適切なレベルのセキュリティが保証される、ランダムな自己署名の証明書を作成
できます。

クラスタで OPMN を使用するには、クラスタ内の他のすべてのメンバーに信頼される証明書を
構成する必要があります。これには、クラスタ内のすべての OPMN インスタンスに同じ
Wallet を使用するか、同じ認証局で作成された証明書を使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
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3.11 IPv6 サポートサポートサポートサポート
10.1.3 では、ONS は、ネットワーク・インタフェース IPv4 と IPv6 を同時にサポートします。

IPv4 は、インターネット・プロトコル（IP）のバージョン 4 です。これは、広く普及した IP の
初のバージョンであり、現在のほとんどのインターネット（2004 年時点）の基盤となってい

ます。

IPv4 のアドレスは、32 ビットであるため、一意のアドレス数は 4,294,967,296 までに制限され
ます。これらのアドレスのほとんどは、ローカル・ネットワーク、マルチキャスト・アドレス
などの特別な用途に確保されるため、公に割り当てられるインターネット・アドレス数は少な
くなります。

IPv6 の導入により、デバイス（特に携帯電話やモバイル機器）の接続性に対する今後の需要拡
大に対応可能な IP アドレスの不足問題を解決することが期待されています。IPv6 は、340 澗
（3.4 × 1038）アドレスをサポートします。

図 3-13 に示すように、デバッグやログの記録などの出力のための各 IPv4 識別子には、アドレ
ス用に 8 ビットのフィールドが 4 つ（それぞれ 3 桁の 10 進数形式）とポート用に 16 ビットの
フィールドが 1 つ（5 桁の 10 進数形式）表示されます。

各 IPv6 識別子は、アドレス用に 16 ビットのフィールドが 8 つ（それぞれ 4 桁の 16 進数値）と
ポート用に 16 ビットのフィールドが 1 つ（5 桁の 10 進数値）表示されます。

図図図図 3-13 IPv4 とととと IPv6 のホスト識別子のホスト識別子のホスト識別子のホスト識別子
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opmnctl コマンドコマンドコマンドコマンド

この章では、OPMN で管理される Oracle Application Server コンポーネントに対して使用する
opmnctlコマンドの概要について説明します。この章の項目は次のとおりです。

� 第 4.1 項「opmnctl」

� 第 4.2 項「opmnctl コマンド・クイック・リファレンス」

� 第 4.3 項「opmnctl コマンドの詳細」
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4.1 opmnctl
 opmnctlは、Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール
（Application Server Control コンソール）を除く、Oracle Application Server インスタンスのす
べてのコンポーネントの起動および停止をサポートするツールです。opmnctlは、コマンドラ
インから Oracle Application Server コンポーネントを集中的に制御および監視します。
opmnctlを使用すると、複数の Oracle Application Server インスタンスに対する制御コマンド
や監視コマンドを同時に実行できます。

また、opmnctlでは、scopeという名前のオプション・パラメータを使用することで、クラ
スタ内の特定の Oracle Application Server インスタンス、またはクラスタ内のすべてのインス
タンス上で操作を実行できます。scopeオプションでは、個々の Oracle Application Server プ
ロセスを制御することもできます。

opmnctlコマンドは、次のディレクトリに保存されています。

（Linux）ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl

（Microsoft Windows）ORACLE_HOME¥opmn¥bin¥opmnctl

4.1.1 opmnctl の構文の構文の構文の構文
次のコマンドは、opmnctlコマンドの構文例です。

opmnctl [verbose] [<scope>] <command> [<options>]

表 4-1 に、opmnctlの構文の説明を示します。

注意注意注意注意 : OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネントは、
手動で起動および停止しないでください。Oracle Application Server コン
ポーネントを起動および停止する際は、前バージョンの Oracle 
Application Server のコマンドライン・スクリプトまたはユーティリティ
を使用しないでください。Oracle Application Server コンポーネントを起
動および停止するには、Application Server Control コンソールおよび
opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

注意注意注意注意 : OPMN の起動は、Oracle Application Server をインストールした
ユーザーとして実行することをお薦めします。

表表表表 4-1 opmnctl の構文の構文の構文の構文

構文構文構文構文 説明説明説明説明

verbose 可能な場合、詳細な実行メッセージを出力します。

scope リクエストのルーティング範囲を指定します。オプションの一覧は、第 4.3.1.1 項

「有効範囲」を参照してください。

command opmnctlコマンドを指定します。コマンドの一覧は、例 4-1 を参照してください。

options コマンドのオプションを指定します。オプションの一覧は、第 4.3.4.1.1 項

「opmnctl のステータス・コマンドのオプション」を参照してください。
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4.2 opmnctl コマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンス
例 4-1 に、opmnctlコマンドのクイック・リファレンスの一覧を示します。opmnctl help
コマンドを実行すると、同じ情報が出力されます。

例例例例 4-1 opmnctl コマンドコマンドコマンドコマンド

prompt > opmnctl help

scope command options
_________ __________ __________

start - Start opmn
startall - Start opmn and all managed processes
stopall - Stop opmn and all managed processes
shutdown - Shutdown opmn and all managed processes

[<scope>] startproc [<attr>=<val>..] - Start opmn managed processes
[<scope>] restartproc [<attr>=<val>..] - Restart opmn managed processes
[<scope>] stopproc [<attr>=<val>..] - Stop opmn managed processes
[<scope>] reload - Trigger opmn to reread opmn.xml
[<scope>] status [<options>] - Get managed process status
[<scope>] dmsdump [<attr>=<val>&..] - Get DMS stats
[<scope>} set [<attr>=<val> ..] - Set opmn log parameters
[<scope>] query [<attr>=<val> ..] - Query opmn log parameters

ping [<max_retry>] - Ping local opmn
validate [<filename>] - Validate the given xml file
config [<options>] - Modify the opmn xml file
help - Print brief usage description
usage [<command>] - Print detailed usage description

4.3 opmnctl コマンドの詳細コマンドの詳細コマンドの詳細コマンドの詳細
次の項では、例 4-1 の一覧にある opmnctlコマンドの詳細について説明します。opmnctlの
各コマンドについて、次の項を参照してください。

� 第 4.3.1 項「コマンド定義」

� 第 4.3.2 項「サーバー制御コマンド」

� 第 4.3.3 項「プロセス制御コマンド」

� 第 4.3.4 項「ステータス・コマンド」

� 第 4.3.5 項「ヘルプ・コマンド」

4.3.1 コマンド定義コマンド定義コマンド定義コマンド定義
opmnctlには、OPMN で実行する操作をより詳細に定義できるコマンド定義があります。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド定義について説明します。各コマンド定
義について、次の項を参照してください。

� 第 4.3.1.1 項「有効範囲」

� 第 4.3.1.2 項「属性」

� 第 4.3.1.3 項「Verbose」
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4.3.1.1 有効範囲有効範囲有効範囲有効範囲
構文は次のとおりです。

@instance[:instname[:instname...]]

@cluster[:clusname[:clusname...]]

scopeオプションは、opmnctlコマンドを適用する Oracle Application Server インスタンスを
指定します。opmnctlコマンドの有効範囲には、1 つまたは複数の Oracle Application Server
インスタンスおよびクラスタを指定できます。

� @instance: @instanceオプションの後に名前を指定しない場合は、opmnctlコマンド
がローカルの Oracle Application Server インスタンスに適用されます。ローカルとは、リ
クエストを処理する OPMN サーバーが含まれる Oracle Application Server インスタンスま
たはクラスタです。デフォルトは、ローカルの Oracle Application Server インスタンスで
す。@instanceオプションの後に Oracle Application Server インスタンス名を指定する
と、Oracle Application Server インスタンスにリクエストがルーティングされます。1 つ以
上の Oracle Application Server インスタンスにコマンドを適用するには、
@instance[:instname[:instname...]]のように指定します。 

� @cluster: @clusterオプションの後に名前を指定しない場合は、opmnctlコマンドが
ローカルの Oracle Application Server クラスタに適用されます。@clusterの後に 1 つ以
上のクラスタ名を指定すると、指定した Oracle Application Server クラスタ内のすべての
Oracle Application Server インスタンスにリクエストがルーティングされます。1 つ以上の
Oracle Application Server クラスタ内のすべての Oracle Application Server インスタンス
にコマンドを適用するには、@cluster[:clusname[:clusname...]]のように指定し
ます。

たとえば、次のコマンドを実行すると、myInst2.foo.comという名前の Oracle Application 
Server インスタンスの OC4J が起動します。

prompt > opmnctl @instance:myInst2.foo.com startproc ias-component=HTTP_Server

4.3.1.2 属性属性属性属性
構文は次のとおりです。<attribute>=<value>

opmnctlの属性を使用すると、特定の Oracle Application Server コンポーネントのプロセスを
制御できます。

たとえば、次のコマンドを実行すると、OracleAS Wireless に構成されたすべての Oracle 
Application Server プロセスが起動します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=wireless

たとえば、次のコマンドを実行すると、OC4J グループ COLORSのすべてのプロセスが起動し
ます。

prompt > opmnctl @cluster startproc oc4j-group=COLORS

その他の opmnctlコマンドの例は、第 5 章「OPMN の使用」を参照してください。

表 4-2 に、opmnctlコマンドで使用できる属性名と値の一覧を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「OPMN の使用」

表表表表 4-2 opmnctl の属性名と値の属性名と値の属性名と値の属性名と値

属性名属性名属性名属性名 属性値属性値属性値属性値

ias-instance opmn.xmlファイル内の <ias-instance>要素に指定した id属性と同

じ値を指定します。

ias-component opmn.xmlファイル内の <ias-component>要素に指定した id属性と

同じ値を指定します。
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ias-instance、ias-component、process-typeおよび process-setのターゲット属性
は、階層的に指定できます。たとえば、ias-instanceでは、その ias-instance内の 1 つ
の ias-component、ias-component内の 1 つの process-type、process-type内の 1
つの process-setのように指定できます。これらの属性を省略した場合は、ワイルド・カー
ドとして処理されます（たとえば、process-setを省略すると、指定した process-typeの
下のすべての process-setにリクエストが適用される）。

また、ターゲット属性は、1 つの階層型のリスト（たとえば、ias-componentsのリスト）で
指定することもできます。

process-type opmn.xmlファイル内の <process-type>要素に指定した id属性と同

じ値を指定します。

process-set opmn.xmlファイル内の <process-set>要素に指定した id属性と同

じ値を指定します。

mode syncまたは asyncを指定します。デフォルト値は syncです。このリ

クエストは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻
します。asyncを指定した場合、制御はすぐに戻りますが、OPMN は操

作が完了するまでリクエストを実行します。

timeout mode に sync を指定した場合のみ、この属性を指定できます。値は秒単

位で指定します。指定したタイムアウトが経過すると、OPMN は

startproc操作のリクエストを中断します。restartprocおよび

stopproc操作のリクエストは引き続き実行されます。timeout属性

は、リクエストの各 ias-instance、ias-component、
process-typeおよび process-set値に構成されたタイムアウト値よ

りも優先されます。

uniqueid OPMN が起動後に割り当てる値です。opmnctl restartprocおよび

opmnctl stopprocコマンドを実行する場合に、この値を使用できま

す。 

application application 値は、すでにプロセス内に存在し、プロセスによって OPMN
にレポートされているアプリケーション名と一致する必要があります

（application属性は opmn.xml で構成されない）。

sequential sequential 属性の値が trueの場合、リクエストのターゲットである各プ

ロセスまたはアプリケーションは順番に（一度に 1 つずつ）実行されま

す。関係する管理対象プロセスの依存性のリクエスト順序も反映されま
す。

report report 属性の値が trueの場合、OPMN は、リクエストの各部分が完了

したときに（たとえば、プロセスが起動されるたびに）、その結果をレ
ポートします。デフォルトの動作では、リクエスト全体が完了するまで
待機してから、すべての結果が一度に送信されます。

oc4j-group oc4j-group属性は、OC4J グループ全体（OC4J プロセスを含む

ias-component）を起動するために使用できます。この属性の値は、

ias-componentの id値と同じです。oc4j-groupは <scope>と組み

合せて使用できますが、ターゲット・オプションとは使用できません。

注意注意注意注意 : Oracle Internet Directory が OPMN によって管理されていて、Oracle 
Internet Directory の依存性（Oracle Internet Directory の管理対象プロセスの
依存性ではない）がリクエストの一部として出現し、リクエストが複数の
Oracle Internet Directory プロセスを起動するリクエスト（opmnctl 
startallリクエストなど）である場合、Oracle Internet Directory プロセス
は、事前に opmn.xmlファイルで構成されていないかぎり起動しません。あ
るいは、Oracle Internet Directory の依存性の障害により、そのリクエストは
タイムアウトになります。

表表表表 4-2 opmnctl の属性名と値の属性名と値の属性名と値の属性名と値（続き）（続き）（続き）（続き）

属性名属性名属性名属性名 属性値属性値属性値属性値
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4.3.1.3 Verbose
構文は次のとおりです。opmnctl verbose command

opmnctl verboseオプションを使用すると、実行中のコマンドに関する詳細情報を取得でき
ます。

たとえば、次のコマンドは例 4-2 に示す出力を表示します。

prompt> opmnctl verbose startproc ias-component=HTTP_Server

例例例例 4-2 opmnctl verbose の出力の出力の出力の出力

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: text/html
Response: Ping succeeded.

opmnctl: starting opmn managed processes...
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 571
Content-Type: text/html
Response: 1 of 1 processes started.

<response>
<opmn id="jerichar-sun.us.oracle.com:6200" http-status="200" http-response="1 of 1
 processes started.">

<ias-instance id="M140801.jerichar-sun.us.oracle.com">
<ias-component id="HTTP_Server">

<process-type id="HTTP_Server">
<process-set id="HTTP_Server">

<process id="1954086921" pid="9355" status="Alive" index="1"
log="/home/demoas/M140801/opmn/logs/HTTP_Server~1"
operation="request" result="success">
</process>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>
</ias-instance>

</opmn>
</response>

4.3.2 サーバー制御コマンドサーバー制御コマンドサーバー制御コマンドサーバー制御コマンド
opmnctl start、startall、reload、stopallおよび shutdownコマンドを実行すると、
OPMN サーバーを制御できます。

� 第 4.3.2.1 項「Microsoft Windows のサーバー制御コマンド」

� 第 4.3.2.2 項「opmnctl start」

� 第 4.3.2.3 項「opmnctl startall」

� 第 4.3.2.4 項「opmnctl stopall」

� 第 4.3.2.5 項「opmnctl shutdown」

� 第 4.3.2.6 項「opmnctl reload」

opmnctlのサーバー制御コマンドが正常に実行された場合、出力は生成されません。opmnctl
コマンドの実行時にエラー・メッセージが生成された場合は、付録 A「OPMN トラブルシュー
ティング」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「OPMN の使用」
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4.3.2.1 Microsoft Windows のサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンド
Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、OPMN が Windows サービス

（Oracle<OracleHomename>ProcessManager）としてインストールされており、コン
ピュータを再起動すると自動的に起動します。Windows サービスを使用した OPMN の起動や
停止では、OPMN が管理する、ローカル・インスタンス上のすべてのコンポーネントが起動ま
たは停止されます。

Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止するには、Application Server 
Control コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

4.3.2.2 opmnctl start
構文は次のとおりです。opmnctl start

OPMN が管理するプロセスを開始せずにローカルの Oracle Application Server インスタンス用
の OPMN サーバーを起動する場合は、このコマンドを実行します。

コンピュータの起動後はすぐにこのコマンドを実行してください。 

4.3.2.3 opmnctl startall
構文は次のとおりです。opmnctl startall [timeout=<seconds>]

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN を起動する場合は、このコマンドを実行します。startallは、引数を設定しない
startコマンドおよび startprocコマンドと同じです。オラクル社では、startまたは
startprocコマンドを使用することをお薦めします。

このコマンドは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻します。リクエス
トのタイムアウトを設定する場合は、タイムアウト値を秒単位で指定します。

id-matching="true"が構成されているコンポーネントは起動されません。

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage startall
stopall
start startall startproc

Microsoft Windows では、opmnctl startallを実行するかわりに、Windows サービスのコ
ントロール・パネルで Oracle<OracleHomename>ProcessManagerサービスを起動するこ
ともできます。Oracle<OracleHomename>ProcessManagerは、コンピュータを起動また
は再起動すると自動的に起動します。 

4.3.2.4 opmnctl stopall
構文は次のとおりです。opmnctl stopall

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN サーバーをシャットダウンする場合は、opmnctl stopallコマンドを実行します。こ
のリクエストは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻します。

通常の動作では、OPMN サーバーをシャットダウンする必要はありません。OPMN サーバー
をシャットダウンすると、再起動するまで OPMN に対するリモート・コマンドを Oracle 
Application Server インスタンスに実行できません。 

注意注意注意注意 : Microsoft Windows では、コンピュータを起動または再起動すると、
OPMN が自動的に起動します。OPMN が管理するすべてのプロセスも開始
されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「OPMN の使用」
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opmnctl stopallコマンドは、OPMN とコンピュータをシャットダウンする前にのみ実行し
てください。このリクエストは 初に、OPMN が管理するすべてのプロセスを正常に停止しよ
うとします。正常に停止できないプロセスは、強制的にシャットダウンされます。すべての管
理対象プロセスの停止後に、OPMN デーモン自体がシャットダウンされます。

opmnctl stopallコマンドは、OPMN デーモンの停止が必要な場合にのみ使用してくださ
い。OPMN デーモンの起動後は、コンピュータを再起動する必要がある、またはそれ以外の予
期せぬ管理イベントが発生するまでこのデーモンを起動したままにしておく必要があります。

OPMN デーモンを停止せずに OPMN が管理するすべてのプロセスを停止するには、引数を指
定せずに opmnctl stopprocコマンドを使用します。

OPMN が管理するプロセスを再起動せずに OPMN デーモンを再起動するには、opmnctl 
reloadコマンドを使用します。opmnctl reloadコマンドの使用は、新しい構成で OPMN
デーモンを再起動することのみが目的の場合に適しています。

OPMN が管理するすべてのプロセスを停止する場合は、opmnctl stopprocコマンドを実行
してください。

OPMN で自身の構成を再度読み取る場合は、opmnctl reloadを実行してください。

次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage stopall

または

prompt > opmnctl usage shutdown

4.3.2.5 opmnctl shutdown
構文は次のとおりです。opmnctl shutdown

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN サーバーをシャットダウンする場合は、opmnctl shutdownコマンドを実行します。 

opmnctl shutdownコマンドは、ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対し
て OPMN デーモンと OPMN が管理するプロセスを迅速にシャットダウンします。

opmnctl shutdownコマンドは opmnctl stopallコマンドと似ていますが、より短い待機
時間で OPMN が管理するプロセスの強制終了を開始します。OPMN が管理するすべてのプロ
セスの停止後に、OPMN デーモン自体がシャットダウンされます。

opmnctl shutdownコマンドは、OPMN デーモンの停止が必要な場合にのみ使用してくださ
い。OPMN デーモンの起動後は、コンピュータを再起動する必要がある、またはそれ以外の予
期せぬ管理イベントが発生するまでこのデーモンを起動したままにしておく必要があります。

OPMN デーモンを停止せずに OPMN が管理するすべてのプロセスを停止するには、引数を指
定せずに opmnctl stopprocコマンドを使用します。

OPMN が管理するプロセスを再起動せずに OPMN デーモンを再起動するには、opmnctl 
reloadコマンドを使用します。opmnctl reloadコマンドの使用は、新しい構成で OPMN
デーモンを再起動することのみが目的の場合に適しています。

Microsoft Windows では、opmnctl shutdownを実行するかわりに、Windows サービスのコ
ントロール・パネルで Oracle<OracleHomename>ProcessManagerサービスを停止するこ
ともできます。

OPMN が管理するすべてのプロセスを停止する場合は、opmnctl stopprocコマンドを実行
してください。

OPMN で自身の構成を再度読み取る場合は、opmnctl reloadを実行してください。
4-8　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



opmnctl コマンドの詳細
次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage stopall

または

prompt > opmnctl usage shutdown

4.3.2.6 opmnctl reload
構文は次のとおりです。opmnctl [scope] reload

OPMN をトリガーして、指定した有効範囲内の構成ファイルを再度読み取る場合は、このコマ
ンドを実行します。このコマンドは、OPMN が管理する Oracle Application Server プロセスを
再起動せずに OPMN サーバーを再起動します。Oracle Application Server インスタンス用の
OPMN サーバーは必ず稼動させておく必要があります。

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage reload

4.3.3 プロセス制御コマンドプロセス制御コマンドプロセス制御コマンドプロセス制御コマンド
opmnctlのプロセス制御コマンドを実行すると、1 つまたは複数の Oracle Application Server
コンポーネントを起動、停止、または再起動できます。<ias-component>、
<process-set>または <process-type>レベルで Oracle Application Server コンポーネン
トを制御できます。 

この項では、opmnctlで実行できるプロセス制御コマンドについて説明します。プロセス制御
コマンドには、次のものがあります。

� 第 4.3.3.1 項「opmnctl startproc、opmnctl restartproc および opmnctl stopproc」

� 第 4.3.3.2 項「漸進的なリクエスト・レポート」

� 第 4.3.3.3 項「順次リクエスト」

� 第 4.3.3.4 項「opmnctl config」

� 第 4.3.3.5 項「特定の J2EE アプリケーションの起動」

� 第 4.3.3.6 項「OC4J グループの起動」

opmnctlのプロセス制御コマンドが正常に実行された場合、出力は生成されません。opmnctl
コマンドの実行時にエラー・メッセージが生成された場合は、付録 A「OPMN トラブルシュー
ティング」を参照してください。

注意注意注意注意 : Microsoft Windows では、サービスのコントロール・パネルで
Oracle<OracleHomename>ProcessManagerを選択して「再起動再起動再起動再起動」を選
択できます。ただし、サービスの再起動は opmnctl reloadの実行とは異
なります。この操作は、opmnctl shutdownに続けて opmnctl 
startallを実行した場合と同じです。サービスの再起動では、OPMN と、
OPMN が管理するすべてのプロセスが再起動されるため、opmnctl 
reloadを実行した場合より処理にはるかに時間がかかります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4.3.1 項「コマンド定義」
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4.3.3.1 opmnctl startproc、、、、opmnctl restartproc およびおよびおよびおよび opmnctl stopproc
構文は次のとおりです。

 opmnctl [<scope>] startproc [<attr>=<value>...]

 opmnctl [<scope>] restartproc [<attr>=<value>...]

 opmnctl [<scope>] stopproc [<attr>=<value>...]

指定した有効範囲内で OPMN が管理するプロセスを起動、再起動または停止する場合は、これ
らのコマンドを実行します。Oracle Application Server インスタンス用の OPMN サーバーは必
ず稼動させておく必要があります。

これらのコマンドでは属性を使用できます。startproc、stopprocおよび restartprocの
実行時に属性を指定しない場合、opmn.xmlファイルで id-matching="true"が指定されて
いるコンポーネントを除く、すべての OPMN 管理対象プロセスが起動されます。 

次の属性および値は、startproc、stopprocおよび restartprocコマンドで使用できま
す。

� ias-component、process-typeおよび process-set: これらの属性値は、
opmn.xmlファイルで指定した id値と一致する必要があります。属性を指定しない場合、
このコマンドは opmn.xmlファイルに id-matching="true"が構成されているプロセス
を除く、すべての OPMN 管理対象プロセスに適用されます。id-matching="true"が
構成されているコンポーネントでこのコマンドを実行するには、ias-component引数を
指定する必要があります。

� mode: mode属性値には syncまたは asyncを指定できます。デフォルト値は syncです。
mode に syncを指定すると、opmnctlコマンドは同期的に動作し、操作が完了するまで
待機してから制御を戻してプロンプトを表示します。mode の値が syncである場合にの
み、timeout要素を指定できます。値は秒単位で指定します。指定したタイムアウトが経
過した場合、startprocの操作は中断されますが、restartprocおよび stopprocの
操作は中断されません。opmnctlコマンドのプロンプトは戻りますが、OPMN サーバー
は opmnctl restartprocまたは stopprocコマンドのリクエストを操作が完了するま
で実行します。 

mode に asyncを指定すると、すぐにプロンプトが表示されますが、OPMN サーバーは
opmnctlコマンドのリクエストを操作が完了するまで実行します。

� uniqueid: OPMN が起動後に割り当てる値です。restartprocおよび stopprocコマ
ンドを実行する場合に、この値を使用できます。この値を取得するには、次のコマンドを
実行し、生成される出力の uid列内にある Oracle Application Server コンポーネントの一
意の数字を取得します。

prompt > opmnctl status -l

OPMN が管理する一部の Oracle Application Server プロセスでは、一覧にない属性名が指定さ
れる場合もあります。各タイプの Oracle Application Server プロセスには、一意の属性名を指
定する必要があります。

すべての属性に一致するプロセスが起動されます。opmn.xmlファイルで
id-matching="true"が指定されているコンポーネントが起動するのは、
ias-component(oc4j-group)を明示的に指定した場合のみです。

有効範囲や属性を指定して opmnctl startproc、restartprocまたは stopprocコマンド
を実行すると、企業内の特定のプロセスを制御できます。opmnctl startproc、
restartprocまたは stopprocコマンドは、<ias-component>、<process-type>およ
び <process-set>レベルで実行できます。 

たとえば、次のコマンドを実行すると、<process-set>レベルで OracleAS Wireless が起動
します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=wireless process-type=alert_server 
process-set=alert_instance_1
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次のコマンドを実行すると、<process-type>レベルで OC4J が起動します。

prompt > opmnctl restartproc ias-component=OC4J process-type=home

次のコマンドを実行すると、<ias-component>レベルで Oracle HTTP Server が停止します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=HTTP_Server

次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage startproc

または

prompt > opmnctl usage restartproc

または

prompt > opmnctl usage stopproc

4.3.3.2 漸進的なリクエスト・レポート漸進的なリクエスト・レポート漸進的なリクエスト・レポート漸進的なリクエスト・レポート
startproc、restartprocまたは stopprocで report=true属性を使用すると、リクエス
トの各部分が完了するたびに、その部分について OPMN にレポートさせることができます。た
とえば、opmnctl startprocリクエストで 4 つのプロセスの開始を試みる場合、個々のプロ
セスの開始が完了すると、ただちにそのプロセスの開始結果が OPMN によってユーザーにレ
ポートされます。この属性は有効範囲のリクエストに対して同様に作用します。

次に、リクエストを発行したときに表示されるレポートの例を示します。

1. % opmnctl @instance:your_company:ias_stado17_1 startproc 
report=true opmnctl: starting opmn managed processes...

2. % opmnctl @instance:your_company:ias_stado17_1 startproc 
report=true opmnctl: starting opmn managed processes...

ias_stado17_1/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,86061,17501: 
success

ias_stado17_1/ppid/ppid/ppid/1,86063,17503: success

3. % opmnctl @instance:your_company:ias_stado17_1 startproc 
report=true opmnctl: starting opmn managed processes...

ias_stado17_1/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,86061,17501: 
success

ias_stado17_1/ppid/ppid/ppid/1,86063,17503: success

your_company/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,2452,11833: 
success

4. % opmnctl @instance:your_company:ias_stado17_1 startproc 
report=true opmnctl: starting opmn managed processes...

ias_stado17_1/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,86061,17501: 
success

ias_stado17_1/ppid/ppid/ppid/1,86063,17503: success

your_company/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,2452,11833: 
success

ias_stado17_1/OC4J/home/default_group/1,86062,17502: success

ias_stado17_1: 3 of 3 processes started.

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 4.3.1 項「コマンド定義」

� 第 5 章「OPMN の使用」
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5. % opmnctl @instance:your_company:ias_stado17_1 startproc 
report=true opmnctl: starting opmn managed processes...

ias_stado17_1/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,86061,17501: 
success

ias_stado17_1/ppid/ppid/ppid/1,86063,17503: success

your_company/HTTP_Server/HTTP_Server/HTTP_Server/1,2452,11833: 
success

ias_stado17_1/OC4J/home/default_group/1,86062,17502: success

ias_stado17_1: 3 of 3 processes started.

your_company/OC4J/home/default_group/1,2451,11851: failure

failed to start a managed process after the maximum retry limit

Log:/private/oracle/OraHome_1/opmn/logs/OC4J~home~default_group~1 
your_company: 1 of 2 processes started.

4.3.3.3 順次リクエスト順次リクエスト順次リクエスト順次リクエスト
デフォルトでは、依存性によって特定の順序が指定されている場合を除き、個々の OPMN リク
エストがすべての対象プロセスに対して同時に実行されます。startproc、restartprocま
たは stopprocコマンドで属性 sequential=trueを指定した場合、OPMN は一度に 1 つの
プロセスに対してのみリクエストを実行し、 初のプロセスでリクエストが完了しないうちは、
次のプロセスに対してリクエストを実行しません。1 つのプロセスでリクエストが完了すると、
次のリクエストが実行されます。

この場合も依存性は有効であり、リクエストに順番に組み込まれることに注意してください。

図 4-1 に示すように、デフォルトでは、OPMN はすべてのプロセスに対してジョブを並列発行
し、各プロセスでジョブが同時に実行されるようにします（依存性が有効な場合を除く）。この
場合のコマンドの例は次のとおりです。

> opmnctl startproc ias-component=OC4J

図図図図 4-1 OC4J 並列プロセス並列プロセス並列プロセス並列プロセス

sequential 属性を true に設定した場合、OPMN は一度に 1 つのプロセスに対してのみリクエス
トを実行します（図 4-2 を参照）。

たとえば、次のコマンドを実行します。

% opmnctl startproc ias-component=OC4J sequential=true

この場合、すべての OC4J プロセスが順番に起動します。
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図図図図 4-2 OC4J プロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエスト -1

OPMN は 1 つの OC4J プロセスを処理しています。その後、図 4-3 に示す次のプロセスに移り
ます。

図 4-3 に示すように、 初の OC4J プロセスに対してリクエストが完了すると、次の OC4J プロ
セスでリクエストが開始されます。 

図図図図 4-3 OC4J プロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエスト -2

図 4-4 に示すように、対象となるすべての OC4J プロセスでリクエストが完了します。

図図図図 4-4 OC4J プロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエストプロセスの順次リクエスト -3

4.3.3.4 opmnctl config
構文は次のとおりです。opmnctl config <target> <operation> <options>

opmnctl configコマンドでは、コマンドラインから、opmn.xmlファイルの topologyま
たは port要素に対する構成操作を実行できます。topologyまたは portを構成する際、
opmn.xmlファイルにアクセスする必要はありません。

<target> = topologyまたは port

<operation> = updateまたは delete
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<options> = このパラメータを使用するかどうかは、<target>および <operation>の引数
の選択によります。

topologyターゲットは、opmn.xmlファイルの discover要素の構成に使用します。
discover要素は、検出サービスのアドレス一覧を提供します。ローカル OPMN サーバーは、
この discover 要素を使用して、同じクラスタ内のリモート OPMN サーバーを検出して接続し
ます。複数の discover 要素を構成できます。

topologyコマンドの引数は次のとおりです。

� update: updateパラメータを指定する場合は、discover属性に値を指定する必要があ
ります。書式は discover=<value>（value は検出サービスのアドレス）です。

� delete: deleteパラメータを指定する場合、discover属性は必要ですが、値を指定す
る必要はありません。 

次に、ここで説明した引数とパラメータの使用方法の例を示します。

� opmn.xmlファイル内の discover 属性を検出サービス・アドレス *234.5.6.7.8910 によって更
新する場合は、次のコマンドを実行します。

> opmnctl config topology update discover="*234.5.6.7:8910"

� opmn.xmlファイル内の discover 属性を削除する場合は、次のコマンドを実行します。

> opmnctl config topology delete discover

portターゲットは、opmn.xmlファイルのポート要素の構成に使用します。portコマンドの
引数は次のとおりです。

� ias-component=<id>: この引数には、対象となるポート要素が存在する IAS コンポーネ
ントを指定します。

� process-type=<id>: この引数には、対象となるポート要素が存在するプロセス・タイ
プを指定します。

� portid=<id>: この引数には、更新または削除対象のポート ID を指定します。

� range=<port range>: update 操作用のオプション引数。delete 操作に対しては、このパ
ラメータは無効です。

� protocol=<port protocol>: update 操作用のオプション引数。delete 操作に対しては、
このパラメータは無効です。 

次に、ここで説明した引数とパラメータの使用方法の例を示します。

� HTTP プロトコルを使用して、ias-component要素が OC4J、process-typeが home の
デフォルト Web サイトのポート要素を更新する場合は、次のコマンドを実行します。

> opmnctl config port update ias-component=OC4J process-type=home
portid=default-web-site protocol=http

� ias-component要素が OC4J、process-typeが home のデフォルト Web サイトのポー
ト要素を削除する場合は、次のコマンドを実行します。

> opmnctl config port delete ias-component=OC4J process-type=home 
portid=default-web-site
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4.3.3.5 特定の特定の特定の特定の J2EE アプリケーションの起動アプリケーションの起動アプリケーションの起動アプリケーションの起動
application属性を使用することで、J2EE ベースのアプリケーションを起動または停止でき
ます。この属性は、opmnctlの startproc、restartprocまたは stopprocコマンドで使
用できます。

たとえば、次のように入力します。

� prompt > opmnctl startproc application=mailserver

アプリケーション mailserverが存在するローカル Oracle Application Server インスタン
スの各プロセスで、アプリケーション mailserverが起動します。

� prompt > opmnctl @cluster startproc application=password-manager

アプリケーション password-managerが存在する Oracle Application Server クラスタ全
体の各プロセスで、アプリケーション password-managerが起動します。

� prompt > opmnctl @cluster startproc process-type=home 
application=web-module

homeという process-typeに属し、アプリケーション web-moduleが存在する Oracle 
Application Server クラスタ全体の各プロセスで、アプリケーション web-moduleが起動
します。 

� prompt > opmnctl @instance:inst1:inst2:inst3 startproc 
process-type=home application=web-module

homeという名前の process-typeに属し、アプリケーション web-moduleが存在する 3
つの名前付き Oracle Application Server インスタンスの各プロセスで、アプリケーション
web-moduleが起動します。

4.3.3.6 OC4J グループの起動グループの起動グループの起動グループの起動
OPMN では、1 つのコマンドを使用して、クラスタ全体で OC4J グループを起動できます。
application属性を使用することで、OC4J グループ・ベースのアプリケーションを起動また
は停止できます。この属性は、opmnctlの startproc、restartprocまたは stopprocコ
マンドで使用できます。

たとえば、COLORSという OC4J グループを起動するには、次のコマンドを使用します。

prompt> opmnctl @cluster startproc oc4j-group=COLORS

起動するすべての OC4J グループは、同じグループに属している必要があります。関連するす
べての OC4J グループを管理するには、1 つの Oracle Application Server インスタンスで
Application Server Control コンソールを実行してください。

4.3.4 ステータス・コマンドステータス・コマンドステータス・コマンドステータス・コマンド
opmnctl statusコマンドを実行すると、OPMN が管理するプロセスのステータスを確認で
きます。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド・オプションについて説明します。各コ
マンド・オプションについて、次の項を参照してください。

� 第 4.3.4.1 項「opmnctl status」

� 第 4.3.4.2 項「OC4J グループの opmnctl status」

� 第 4.3.4.3 項「opmnctl dmsdump」

� 第 4.3.4.4 項「opmnctl ping」

� 第 4.3.4.5 項「opmnctl set」

� 第 4.3.4.6 項「opmnctl query」
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4.3.4.1 opmnctl status
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] status [<options>] 

statusコマンドを使用すると、OPMN が管理する Oracle Application Server プロセスに関す
る情報を取得できます。 

出力は、テキストの表で表示されます。表の各行が 1 つの Oracle Application Server プロセス
を表します。

ステータス・コマンドのカスタマイズは、次のいずれかの方法で行います。

� 他の Oracle Application Server インスタンスで実行しているプロセスのステータスを取得
するための有効範囲を指定する。

� 各 Oracle Application Server プロセスについて表示される情報を変更する。

� 出力から表のヘッダーを削除する。

� フィールド区切り値を変更する。

� レコード区切り値を変更する。

� 各列の幅を変更する。

� 各列のデータの文字間隔調整を変更する。

opmnctl usage statusコマンドを実行すると、ステータス・コマンドの使用方法の詳細を
取得できます。

例 4-3 に、ドメイン yourcompany.comのホスト comp1の AppSrv1インスタンスに対して
opmnctl statusコマンドを実行した場合の出力を示します。

例例例例 4-3 opmctl status の出力の出力の出力の出力

prompt > opmnctl status

Processes in Instance: AppSrv1.comp1.yourcompany.com
-------------------------+-----------------+--------+---------
ias-component | process-type | pid | status
-------------------------+-----------------+--------+---------
OC4JGroup:COLORS | OC4J:home | 16301 | Alive
OC4JGroup:COLORS | OC4J:oc4j_soa | 16256 | Alive
ASG | ASG    | N/A | Down
HTTP_Server | HTTP_Server | 13225 | Alive

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 4.3.1.1 項「有効範囲」

� 第 4.3.1.2 項「属性」

� 第 4.3.4.1.1 項「opmnctl のステータス・コマンドのオプション」

� 第 4.3.4.1.2 項「opmnctl status -port」

� 第 4.3.4.1.3 項「opmnctl status -app」
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ASGプロセスは、OracleAS Guard サーバーです。詳細は、『Oracle Application Server 高可用
性ガイド』を参照してください。

opmnctl statusコマンドで <scope>を指定すると、追加の詳細情報を取得できます。たと
えば、次のコマンドを実行すると、クラスタ全体のすべての OracleAS インスタンスのすべて
のコンポーネントのすべてのプロセスのステータスが表示されます。

prompt > opmnctl @cluster status

4.3.4.1.1 opmnctl のステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプション  <options>パラメータには次のオプ
ションを指定できます。

� -l: uniqueid (uid)値と他の特定のプロセス・パラメータ情報を取得する場合は、この
オプションを使用します。

prompt > opmnctl status -l

たとえば、このコマンドは例 4-4 に示す情報を出力します（読みやすくするため、一部の
列は省略している）。

例例例例 4-4 opmnctl status -l の出力の出力の出力の出力

Processes in Instance: AppSrv1.comp1.yourcompany.com
----------------+-------------+--+--+---------+-------+--+----------------------------------------
ias-component |process-type |--|--|uid |memused|--| ports
----------------+------------ +- +--+---------+-------+--+----------------------------------------
OC4JGroup:COLORS|OC4J:home |--|--|632225812|130022 |--|jms:12603,ajp:12502,rmis:12702,rmi:12403
OC4JGroup:COLORS|OC4J:oc4j_soa|--|--|632233516|104002 |--|jms:12602,ajp:8888,rmis:12701,rmi:12402
ASG |ASG |--|--|N/A |N/A    |--|N/A
HTTP_Server |HTTP_Server |--|--|632452828|101212 |--|jms:3701, rmi: 3201,ajp:3000

uidの情報を基に、個々の Oracle Application Server プロセスを停止または再起動できま
す。

たとえば、次のコマンドを実行すると、home process-typeが停止します。

prompt > opmnctl stopproc uniqueid=632225812

� -fsep <string>: opmnctl statusの出力にフィールド区切り値を割り当てる場合は、
このオプションを使用します。デフォルト値は | です。

� -rsep <string>: opmnctl statusの出力にレコード区切り値を割り当てる場合は、こ
のオプションを使用します。デフォルト値は ¥n です。

� -noheaders: opmnctl statusコマンドを実行した後にヘッダーを表示しない場合は、
このオプションを使用します。

� -fmt <fmtlist>: 次の書式で指定される 1 つ以上の統計識別子を含む単一の文字列です。
<statname>[<width>{<justification>}]

デフォルト値は %cmp18%prt18%pid5R%sta8です。

表 4-3 に、<fmtlist>オプションに使用する書式の文字列構文を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4.3.1.1 項「有効範囲」
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たとえば、次のコマンドは例 4-5 に示す出力を表示します。

prompt> opmnctl status -noheaders -fsep @ -fmt %cmp%prt%pid%sta

例例例例 4-5 opmnctl status -noheaders の出力の出力の出力の出力

OC4JGroup:oc4j_soa@OC4J:home@12472@Alive
ASG@ASG@N/A@Down

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage status

表表表表 4-3 書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文

書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文 説明説明説明説明

<statname> 次のいずれかを指定します。

� clu: Oracle Application Server クラスタ名

� ins: Oracle Application Server インスタンス名

� cmp: Oracle Application Server コンポーネント ID

� prt: process-type ID 

� prs: process-set ID

� idx: process-set内のプロセスの索引

� pid: オペレーティング・システムのプロセス ID

� uid: OPMN uniqueid

� typ: このプロセスの種類の名前

� sta: プロセスのステータス

� stm: 開始時間（ミリ秒）

� utm: 稼動時間（ミリ秒）

� cpu: cpu タイム（ミリ秒）

� mem: 使用メモリー（KB）

� por: ポートの一覧

<width> フィールドのサイズを指定します。この値より短い出力は、指定した
<justification> に従ってパディングが行われます。この値より長い出力

は省略され、末尾に ' ～ ' が表示されます。 

デフォルト値 : 各データの幅

<justification> フィールドの文字間隔調整を指定します。width で指定した値より短い

出力の文字間隔を調整できます。L、Rまたは C（左揃え、右揃えまた

は中央揃え）を指定します。 

デフォルト値 : L

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4.3.1 項「コマンド定義」
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4.3.4.1.2 opmnctl status -port  

opmnctl status -portコマンドでは、OPMN デーモンへの接続に使用されるリクエスト接
続文字列を表示できます。たとえば、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl status -port

次の文字列が表示されます。

123.your_company.com:6200

この情報は、OPMN にアクセスしようとするリモート・ツールで使用できます。たとえば、
「J2EE Server およびプロセス管理」インストール・タイプでは、リクエスト・ポート情報を
admin_client.jarユーティリティと組み合せて使用し、識別された OPMN インスタンスの
有効範囲内の OC4J インスタンスに対してデプロイを実行できます。 

opmnctl status -portコマンドを使用すると、opmn.xmlファイルでリクエスト・アクセ
ス・ポートを確認する必要がなくなるため便利です。 

4.3.4.1.3 opmnctl status -app  

opmnctl status -appコマンドでは、OPMN が管理するアプリケーション（module-id）
に関する情報が表示されます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

> opmnctl status -app

例 4-6 に示す情報が出力されます。

例例例例 4-6 opmnctl status -app の出力の出力の出力の出力

application type: OC4J
-----+-----------+---------+---------+----------+-------
pid  | name      | state   | rtid    | routable | parent
-----+-----------+---------+---------+----------+-------
2816 | system    | started | g_rt_id | true     |
2816 | default   | started | g_rt_id | true     |system
2816 | bc4j      | stopped | g_rt_id | false    |
2816 | ascontrol | started | g_rt_id | true     |

opmnctl status -appの出力には、稼動中のプロセスによってレポートされたアプリケー
ションのみが表示されます。 

opmnctl status -appコマンドによってレポートされる情報は、module-idごとに異なり
ます。各 module-idに対して個別に表が作成されます。プロセスで利用できないデータにつ
いては、プロセス表に空白が表示されるか、または N/Aが表示されます。

opmnctl status -appコマンドでは、第 4.3.4.1 項「opmnctl status」で指定しているコマン
ド・オプションを使用できます。

4.3.4.2 OC4J グループのグループのグループのグループの opmnctl status
OC4J グループの opmnctl statusコマンドでは、OPMN が管理する OC4J グループに関す
る情報が表示されます。このコマンドを使用すると、コマンド出力をフィルタリングできます。 

OC4J グループ COLORSのステータスのみを表示するには、次のコマンドを使用します。

> opmnctl @cluster status –l oc4j-group=COLORS

10.1.3.1.0 で opmnctl status -lコマンドを実行すると、OC4J グループと OC4J プロセスの
出力は例 4-7 のように表示されます（読みやすくするため、一部の列は省略している）。
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例例例例 4-7 OC4J グループのグループのグループのグループの opmctl status -l 出力出力出力出力

Processes in Instance: AppSrv1.comp1.yourcompany.com
----------------+-------------+--+--+---------+-------+--+----------------------------------------
ias-component |process-type |--|--|uid |memused|--| ports
----------------+------------ +- +--+---------+-------+--+----------------------------------------
OC4JGroup:COLORS|OC4J:home |--|--|632225812|130022 |--|jms:12603,ajp:12502,rmis:12702,rmi:12403
OC4JGroup:COLORS|OC4J:oc4j_soa|--|--|632233516|104002 |--|jms:12602,ajp:8888,rmis:12701,rmi:12402

4.3.4.3 opmnctl dmsdump
構文は次のとおりです。

opmnctl [<scope>] dmsdump [<attr>=<value>[&<attr>=<val>...]]

opmnctl dmsdumpコマンドを使用すると、OPMN に対する Oracle Dynamic Monitoring 
Service（DMS）統計を出力できます。特定の Oracle Application Server コンポーネントに対す
るプロセス制御操作の出力を取得できます。属性を指定しない場合は、Oracle Application 
Server コンポーネントのすべての OPMN 管理対象プロセスのパフォーマンス・データが出力
されます。

DMS では、1 つのパフォーマンス・メトリック、すべてのパフォーマンス・メトリック、また
は任意の数のパフォーマンス・メトリックを監視できます。オプションを使用すると、リクエ
ストしたメトリックをレポートするレポート間隔を指定できます。 

複数の <attr>=<value>ペアは、&で区切る必要があります。たとえば、次の opmnctlコマ
ンドを実行します。

prompt > opmnctl dmsdump "table=opmn_ons&format=xml"

この場合、ONS に対して収集された統計セットが出力されます。出力には、ONS がリスニン
グするポートと、ONS が処理した通知数が含まれます。出力は、テキストではなく .xml形式
になります。テキスト形式で出力を参照する場合は、コマンドラインで &format=xmlを指定
しないでください。

DMS パフォーマンス・メトリックの属性と値の詳細は、『Oracle Application Server パフォー
マンス・ガイド』を参照してください。

4.3.4.4 opmnctl ping
構文は次のとおりです。opmnctl ping [<max_retry>]

opmnctl pingコマンドでは、ローカルの OPMN サーバーに接続してサーバーの操作を検証
できます。<max_retry> には、再試行回数の 大値を指定します。<max_retry> を指定す
ると、コマンドが正常に終了するか <max_retry> で指定した回数に達するまで、1 秒ごとに
ローカルの OPMN に ping が実行されます。

たとえば、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl ping 10

この場合、ping コマンドが正常に終了するまで、OPMN に ping が 10 回実行されます。

4.3.4.5 opmnctl set 
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] set [<attr>=<value> ...]

opmnctl setコマンドでは、OPMN のロギング構成が設定されます。

scopeには、opmnctl setリクエストのルーティング先を定義します。何も指定しない場合
または @instanceのみを指定した場合、リクエストはローカルの Oracle Application Server
インスタンスにのみルーティングされます。@instanceの後に特定のインスタンス名を指定す
ると、リクエストは指定した Oracle Application Server インスタンスにルーティングされます。

@clusterを指定すると、リクエストはそのクラスタ内のすべてのインスタンスにルーティン
グされます。
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個々の属性名は、属性値とともに指定する必要があります。このコマンドでは、OPMN に必要
な次の属性名を指定する必要があります。

� target: targetの値は、opmn.logを表す logまたは opmn.dbgを表す debugのいずれ
かです。詳細は、第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」を参照してください。

� comp: OPMN の内部コンポーネントおよびサブコンポーネントを指定します。

4.3.4.5.1 comp 属性属性属性属性  

comp属性の値は、onsまたは pmのいずれかです。この属性値として、ons 属性または pm属
性の特定のサブコンポーネント・セットを指定することもできます。

compの次の値は、OPMN の内部コンポーネントおよびサブコンポーネントを表します。

� internal: OPMN の共通内部情報を表します。

� ons: OPMN の ONS コンポーネント情報を表します。

� pm: OPMN の PM コンポーネント情報を表します。

ons コンポーネントと pmコンポーネントはどちらもサブコンポーネントで構成されます。これ
らのサブコンポーネントは、構文 component[subcomponents]（component は ons または
pm）を使用して指定できます。ons と pmを両方とも指定する場合は、opmn.xmlファイル内
でそれぞれをセミコロンで区切る必要があります。サブコンポーネントを指定する場合は、そ
れぞれのサブコンポーネントをコンマで区切る必要があります。

注意注意注意注意 : opmn.dbgファイルの使用を有効にする場合は、事前に Oracle サ
ポート・サービスに問い合せてください。Oracle サポート・サービスでは、
opmn.dbgファイルをデバッグや OPMN の問題診断に使用しています。通
常、opmn.dbgファイルに含まれるメッセージは、ユーザーが容易に理解で
きる内容ではありません。 

表表表表 4-4 ONS コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

ONS 要素要素要素要素 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

local ローカル情報

listener リスナー情報

discover 検出（サーバーまたはマルチキャスト）情報

servers クラスタに接続している、現在稼動中のリモート・サーバー

topology 現在のクラスタ全体のサーバー接続トポロジ

server リモート・サーバーの接続情報

client クライアントの接続情報

connect 一般的な接続情報

subscribe クライアントのサブスクリプション情報

message 通知の受信情報および処理情報

deliver 通知配信情報

special 特殊な通知処理

internal 内部リソース情報

secure SSL の操作情報

workers ワーカー・スレッド
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ons および pmの各サブコンポーネントには、先頭に否定文字「!」を付けることができます。
この場合、そのサブコンポーネントの選択が解除されます。allと指定した後に、特定のサブ
コンポーネントを否定することによって、そのサブコンポーネントを表示対象から簡単に除外
できます。

コンポーネントとサブコンポーネントは、処理する順番に設定または否定します。たとえば、
次のように指定します。

ons[all,!topology]

この場合、topology を除く、ons のすべてのサブコンポーネントが設定されます。

ons[!topology,all]

この場合、topology を含む、ons のすべてのサブコンポーネントが設定されます。

4.3.4.6 opmnctl query
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] query [<attr>=<value> ...]

opmnctl queryコマンドでは、OPMN のロギング構成の問合せを実行できます。

属性名 targetは、属性値とともに指定する必要があります。targetの値は、opmn.log
ファイルを表す logまたは opmn.dbgファイルを表す debugのいずれかです。詳細は、第
A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」を参照してください。

表表表表 4-5 PM コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

PM 要素要素要素要素 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

requests HTTP（ユーザー）リクエスト

remote リモート HTTP リクエスト

scheduler スケジューラのスレッドおよびリソース情報

monitor 監視スレッド情報

workers ワーカー・スレッド

process 管理対象プロセス

depend 依存性処理

rmd RMD ディレクティブ

fos サービスのフェイルオーバー情報

internal 内部リソース

schedjobs 定期的にスケジュールされているジョブ

procjobs 処理がスケジュールされている各ジョブ

fos サービスのフェイルオーバー処理

dms DMS 処理

Modules process module情報です。modLog()（またはデバッグ・ログ

に対して modDebug）関数をコールするモジュールのみ出力され

ます。モジュール（module-id）を使用すると、特定のモジュー

ルまたはその一覧を指定できます。複数の module-idを指定す

る場合は、それぞれの module-idをコロンで区切って指定しま

す。たとえば、module1-id:module2-idのように指定します。

構成され、有効になっているモジュールと一致しない module-id
は処理されません。
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4.3.5 ヘルプ・コマンドヘルプ・コマンドヘルプ・コマンドヘルプ・コマンド
opmnctl helpコマンドを使用すると、OPMN に関する追加情報を取得できます。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド・オプションについて説明します。各コ
マンド・オプションについて、次の項を参照してください。

� 第 4.3.5.1 項「opmnctl help」

� 第 4.3.5.2 項「opmnctl usage」

� 第 4.3.5.3 項「opmnctl validate」

4.3.5.1 opmnctl help
構文は次のとおりです。opmnctl help

opmnctlコマンドの構文に関する簡単な説明を出力する場合は、このコマンドを使用します。

例 4-8 に、opmnctl helpコマンドの出力を示します。

例例例例 4-8 opmnctl help の出力の出力の出力の出力

prompt > opmnctl help

usage: /ORACLE_HOME/bin/opmnctl [verbose] [<scope>] <command> [<options>]

verbose: print detailed execution message if available

Permitted <scope>/<command>/<options> combinations are:

scope command options
_________ __________ __________

start - Start opmn
startall - Start opmn & all managed processes
stopall - Stop opmn & all managed processes
shutdown - Shutdown opmn & all managed processes

[<scope>] startproc [<attr>=<val>..] - Start opmn managed processes
[<scope>] restartproc [<attr>=<val>..] - Restart opmn managed processes
[<scope>] stopproc [<attr>=<val>..] - Stop opmn managed processes
[<scope>] reload - Trigger opmn to reread opmn.xml
[<scope>] status [<options>] - Get managed process status
[<scope>] dmsdump [<attr>=<val>&..] - Get DMS stats
[<scope>} set [<attr>=<val> ..] - Set opmn log parameters
[<scope>] query [<attr>=<val> ..] - Query opmn log parameters

ping [<max_retry>] - Ping local opmn
validate [<filename>] - Validate the given xml file
config [<options>] - Modify the opmn xml file
help - Print brief usage description
usage [<command>] - Print detailed usage description

4.3.5.2 opmnctl usage
構文は次のとおりです。opmnctl usage [<command>]

usageコマンドを実行すると、すべての opmnctlコマンドまたは指定したコマンドのヘルプ
が表示されます。

次のいずれかのコマンドを実行できます。

� start 

� startall 

� startproc

� stopall 
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� stopproc

� restartproc 

� reload 

� shutdown

� ping

� status

� dmsdump

� config

� help

たとえば、次のコマンドは例 4-9 に示す出力を表示します。

prompt > opmnctl usage stopall

例例例例 4-9 opmnctl usage stopall の出力の出力の出力の出力

opmnctl stopall
Stop opmn daemon and opmn managed processes for local ias instance.

This request first tries to stop all opmn managed processes gracefully.
Processes which will not stop gracefully will be forcefully shutdown.  After
stopping all managed processes, the opmn daemon will shutdown itself.

This request should only be performed when it is necessary to stop the opmn
daemon.  Once started, the opmn daemon should remain up until it is necessary to
restart the computer or some other rare administrative event occurs.

To stop all opmn managed processes without stopping the opmn daemon, consider
using the stopproc command without any arguments.

To restart the opmn daemon without restarting any managed processes, consider
using the the reload command.  The reload command is the appropriate command to
use when the only goal is to restart the opmn daemon with a new configuration.

This request operates synchronously and will wait for the operation to complete
before returning.

4.3.5.3 opmnctl validate
構文は次のとおりです。opmnctl validate [<filename>]

opmnctl validateコマンドを実行すると、opmn.xmlファイルの XML 構文が検証されま
す。ファイル名のパラメータを指定しない場合は、デフォルトの ORACLE_
HOME/opmn/conf/opmn.xmlが検証されます。<filename> は、相対パスまたは絶対パスで
指定できます。

一度に検証できるファイルは 1 つです。 
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OPMN の使用の使用の使用の使用

この章では、Oracle Application Server の OPMN を実行する場合に使用する、コマンドライン
構文の例について説明します。この章の項目は次のとおりです。

� 第 5.1 項「OPMN の起動」

� 第 5.2 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理する
プロセスの起動および停止」

� 第 5.3 項「リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理する
すべてのプロセスの起動および停止」

� 第 5.4 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Application Server
コンポーネントの起動および停止」

� 第 5.5 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Application Server
プロセス・タイプの起動および停止」

� 第 5.6 項「複数の Oracle Application Server インスタンス環境の起動および停止」

� 第 5.7 項「Oracle Application Server クラスタのコンポーネントの起動」

� 第 5.8 項「OC4J グループの起動」
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5.1 OPMN の起動の起動の起動の起動
OPMN は、起動および使用時に、実行中のその他の Oracle Application Server コンポーネント
に依存しません。ホストの電源を入れたら、すぐに OPMN サーバーを起動してください。

他の Oracle Application Server コンポーネントを起動せずに OPMN を起動する場合は、次のコ
マンドを実行します。

prompt > opmnctl start

5.2 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対して
OPMN が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを起動起動起動起動
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを 停停停停
止止止止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc

5.3 リモートのリモートのリモートのリモートの Oracle Application Server インスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対して
OPMN が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止

リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを起動起動起動起動
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas2.foo.com startproc

リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを停止停止停止停止
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas2.foo.com stopproc

5.4 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの Oracle 
Application Server コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Internet Directory を起動起動起動起動する場合
は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=OID

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Internet Directory を停止停止停止停止する場合
は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=OID

注意注意注意注意 : 引数を設定せずに opmnctl startprocおよび opmnctl 
stopprocコマンドを実行すると、OPMN が管理するすべてのプロセス
が起動および停止します。
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5.5 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの Oracle 
Application Server プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの performance_server 
process-typeを起動起動起動起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=OC4J process-type=performance_server

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの performance_server 
process-typeを停止停止停止停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=OC4J process-type=performance_server

5.6 複数の複数の複数の複数の Oracle Application Server インスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およ
び停止び停止び停止び停止

ローカル・インスタンス oracleas1から複数の Oracle Application Server インスタンス環境
を起動起動起動起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas1.foo.com:oracleas2.bar.com startproc

このコマンドを実行すると、<scope>引数で指定した、両方のインスタンスのすべてのコン
ポーネントのすべてのプロセスが起動します。ローカル・インスタンス oracleas1をコマン
ドで指定していることに注目してください。

ローカル・インスタンス oracleas1から複数の Oracle Application Server インスタンス環境
を停止停止停止停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas1.foo.com:oracleas2.bar.com stopproc

このコマンドを実行すると、<scope>引数で指定した、2 つのインスタンスのすべてのコン
ポーネントのすべてのプロセスが停止します。ローカル・インスタンス oracleas1をコマン
ドで指定していることに注目してください。

5.7 Oracle Application Server クラスタのコンポーネントの起動クラスタのコンポーネントの起動クラスタのコンポーネントの起動クラスタのコンポーネントの起動
複数の Oracle Application Server インスタンスで同じ Oracle Application Server コンポーネン
トを起動起動起動起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @cluster startproc ias-component=HTTP_Server

複数の Oracle Application Server インスタンスで同じ Oracle Application Server コンポーネン
トを停止停止停止停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @cluster stopproc ias-component=HTTP_Server

注意注意注意注意 : @instance <scope>を他の Oracle Application Server インスタ
ンスと使用する場合は、ローカルの Oracle Application Server インスタン
スも指定する必要があります。<scope>引数を指定したコマンドは、
<scope>引数で指定したインスタンスに対してのみ実行されます。
<scope>にローカル・インスタンスを指定すると、そのローカル・イン
スタンスに対してのみコマンドが実行されます。
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5.8 OC4J グループの起動グループの起動グループの起動グループの起動
Oracle Application Server インスタンスのクラスタで COLORSという OC4J グループを起動起動起動起動する
場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @cluster startproc oc4j-group=colors

Oracle Application Server インスタンスのクラスタで COLORSという OC4J グループを停止停止停止停止する
場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @cluster stopproc oc4j-group=colors

OC4J グループの詳細は、第 3.2 項「OC4J グループ」を参照してください。
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opmn.xml の一般的な構成の一般的な構成の一般的な構成の一般的な構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの要素および属性の一般的な構成例や詳細について説
明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 6.1 項「opmn.xml の要素および属性の例」

� 第 6.2 項「opmn.xml の要素および属性について」
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6.1 opmn.xml の要素および属性の例の要素および属性の例の要素および属性の例の要素および属性の例
例 6-1 に、特定の Oracle Application Server コンポーネントに固有でない、opmn.xmlファイ
ルで使用できるすべての要素および属性を示します。

例例例例 6-1 一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性

<opmn>
<logpath="path" comp="comp-codes" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>
<debugpath="path" comp="comp-codes" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>

<notification-serverinterface="type">
<ipaddrremote="ip" request="ip"/>
<portlocal="port" remote="port" request="port"/>
<sslenabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password" openssl-certfile="path" 
openssl-keyfile="path" openssl-password="password" openssl-lib="path"/>
<tuneio-timeout="timeout" io-idle="interval" timeout="timeout"/>
<topology>

<nodes list="nodes"/>
<discover list="nodes"/>
<gateway list="nodes"/>

</topology>
</notification-server>
<process-managerinsecure-remote-requests="boolean">

<process-modules>
<modulepath="path" tag="tag-id" status="state" cron="interval">

<module-data>
<categoryid="id">

<dataid="id" value="value" process-conversion="boolean"/>
</category>

</module-data>
<module-idid="module-id"/>

</module>
</process-modules>
<ias-instanceid="ias-instance-id" name="ias-instance-name" ORACLE_HOME="path">

<environment>
<variableid="id" value="value" append="boolean" process-conversion="boolean"/>

</environment>
<!-- module-data-->

<rmd-definitions>
<rmdname="name" description="description" interval="interval">

<conditional>
<![CDATA[condition]]>

</conditional>
<actionvalue="action"/>
<exceptionvalue="exception">

</rmd>
</rmd-definitions>
<ias-componentid="component-id" id-matching="boolean" status="state">

<!-- environment-->
<!-- module-data-->

注意注意注意注意 : OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動し
ているシステムに応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。
Linux では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、Microsoft Windows ではス
ラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケー
プ文字として使用します。Microsoft Windows システムでは、文字列に含ま
れるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッシュ（/）として認識されます。
結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合は、カ
レット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定する
と、結果の文字列内に ^ が表示されます。 
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<dependencies>
<databasedb-connect-info="connect" infrastructure-key="key" timeout="depend-timeout"
cache-timeout="cache-timeout"/>
<OIDaddress="address" infrastructure="boolean" timeout="depend-timeout"
cache-timeout="cache-timeout">
<sslenabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password">

</OID>
<OSSOhost="hostname" port="port" URI="uri" timeout="depend-timeout"
cache-timeout="cache-timeout">
<sslenabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password">

</OSSO>
<managed-processias-instance="ias-instance-id" ias-component="ias-component-id"
process-type="process-type-id" process-set="process-set-id" autostart="boolean"
autostop="boolean" timeout="depend-timeout"cache-timeout="cache-timeout"/>

</dependencies>
<!-- rmd-definitions-->

<process-typeid="process-type-id" module-id="module-id" status="state" working-dir="path"
service-failover="num" service-weight="value">
<!-- environment-->
<!-- module-data-->
<!-- dependencies-->
<event-scripts>

<pre-startpath="path">
<pre-stoppath="path">
<post-crashpath="path">

</event-scripts>
<!-- rmd-definitions-->

<starttimeout="timeout" retry="num"/>
<stoptimeout="timeout"/>
<restarttimeout="timeout" retry="num"/>
<pingtimeout="timeout" retry="num" interval="interval"/>
<portid="id" range="range"/>
<process-setid="process-set-id" restart-on-death="boolean" numprocs="num" minprocs="min"
maxprocs="max" status="state" working-dir="path" parallel-requests="boolean">
<!-- environment-->
<!-- module-data-->
<!-- dependencies-->
<!-- event-scripts-->
<!-- rmd-definitions-->
<!-- start-->
<!-- stop-->
<!-- restart-->
<!-- ping-->
<!-- port-->

</process-set>
</process-type>
</ias-component>
</ias-instance>
<!-- rmd-definitions(global) -->

</process-manager>
</opmn>
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6.2 opmn.xml の要素および属性についての要素および属性についての要素および属性についての要素および属性について
この項では、特定の Oracle Application Server コンポーネントに固有でない、opmn.xmlファ
イルで使用できる要素および属性について紹介するとともに、各要素の属性について説明しま
す。

<opmn>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : なし
属性 : なし

<opmn>は、opmn.xmlファイルの 上位の要素です。

<log>
必須 : ×
デフォルト値 : 「属性」を参照
親要素 : <opmn>
属性 : path、comp、rotation-size、rotation-hour

OPMN のログ・メカニズムの構成を定義します。

path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.log
有効値 : OPMN のログ・ファイルのパス名

path 属性に指定するすべてのディレクトリは存在している必要があります。OPMN には、ロ
グ・ファイルが存在するディレクトリに対して読取りおよび書込み権限が必要です。
$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

comp="comp-codes"
必須 : ○
デフォルト値 : internal、ons、pm
有効値 : comp-codeのリスト。comp-codeのリスト内の各項目は、セミコロンで区切る必要
があります。

comp属性には、ログに記録するイベントのコンポーネント・コードを指定します。OPMN の
実行時、これらのコードを動的に表示したり変更したりするには、次のコマンドを実行します。

> opmnctl query target=log
> opmnctl set target=log comp=<comp-codes>

OPMN を再ロードすると、これらの値は opmn.xmlファイル内の構成された値に戻ります。

opmn.xmlファイルの log および debug 要素には、次の comp-code を指定します。

� internal: OPMN の共通内部情報をログに記録します。

� ons: OPMN の ONS コンポーネント情報をログに記録します。

� pm: OPMN の PM コンポーネント情報をログに記録します。

onsコンポーネントと pmコンポーネントはどちらもサブコンポーネントで構成されます。こ
れらのサブコンポーネントは、構文 component[subcomponents]を使用して指定できます。
component の値は onsまたは pmのいずれかで、両方を指定する場合はそれぞれをセミコロン
で区切ります。特定のコンポーネントに対して有効なサブコンポーネントのリストを指定する
場合は、それぞれのサブコンポーネントをコンマで区切ります。たとえば、
comp="ons[local,listener];pm"のように指定します。
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表 6-1 に、ONS コンポーネントのコードの一覧を示します。

表 6-2 に、PM コンポーネントのコードの一覧を示します。

表表表表 6-1 ONS コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

ONS の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

local ローカル情報

listener リスナー情報

discover 検出（サーバーまたはマルチキャスト）情報

servers クラスタに接続している、現在稼動中のリモート・サーバー

topology 現在のクラスタ全体のサーバー接続トポロジ

server リモート・サーバーの接続情報

client クライアントの接続情報

connect 一般的な接続情報

subscribe クライアントのサブスクリプション情報

message 通知の受信情報および処理情報

deliver 通知配信情報

special 特殊な通知処理

internal 内部リソース情報

secure SSL の操作情報

workers ワーカー・スレッド

表表表表 6-2 PM コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

PM の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

requests HTTP（ユーザー）リクエスト

remote リモート HTTP リクエスト

scheduler スケジューラのスレッドおよびリソース情報

monitor 監視スレッド情報

workers ワーカー・スレッド

process 管理対象プロセス

depend 依存性処理

rmd RMD ディレクティブ

fos サービスのフェイルオーバー情報

internal 内部リソース

schedjobs 定期的にスケジュールされているジョブ

procjobs 処理がスケジュールされている各ジョブ

fos サービスのフェイルオーバー処理

dms DMS 処理
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onsまたは pmの各サブコンポーネントには、先頭に否定文字 ! を付けることができます。この
場合、そのサブコンポーネントの選択が解除されます。all と指定した後に、特定のサブコン
ポーネントを否定することによって、そのサブコンポーネントを表示対象から除外できます。

コンポーネントとサブコンポーネントは、処理する順番に設定または否定します。
ons[all,!topology]と指定すると、topologyを除く、onsのすべてのサブコンポーネン
トが出力されます。一方、ons[!topology,all]と指定すると、topologyを含む、onsの
すべてのサブコンポーネントが出力されます。

rotation-size="kBytes"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

rotation-sizeには、ログ・ファイルの 大サイズを KB 単位で指定します。ログ・ファイ
ルのサイズが構成された値に達すると、OPMN のロギング・メカニズムによりログが閉じら
れ、そのログの名前がタイムスタンプの接尾辞に変更されて、新しいログ・ファイルが作成さ
れます。この属性は、rotation-hourとともに使用することもできます。

rotation-hour="HOD"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 23 までの整数

指定した日時になると、OPMN のロギング・メカニズムによりログが閉じられ、そのログの名
前がタイムスタンプの接尾辞に変更されて、新しいログ・ファイルが作成されます。この属性
は、rotation-sizeとともに使用することもできます。

<debug>
必須 : ×
デフォルト値 : 「属性」を参照
親要素 : <opmn>
属性 : path、comp、rotation-size、rotation-hour

debug要素には、OPMN のデバッグ・ログ・メカニズムの構成を定義します。

modules process module情報。modLog()（またはデバッグ・ログに対

して modDebug）関数をコールするモジュールのみ出力されます。

モジュール（module-id）を使用すると、特定のモジュールまた

はその一覧を指定できます。複数の module-idを指定する場合

は、それぞれの module-idをコロンで区切って指定します。た

とえば、module1-id:module2-idのように指定します。構成

され、有効になっているモジュールと一致しない module-idは

処理されません。

注意注意注意注意 : opmn.dbgファイルの使用を有効にする場合は、事前に Oracle サ
ポート・サービスに問い合せてください。Oracle サポート・サービスでは、
opmn.dbgファイルをデバッグや OPMN の問題診断に使用しています。通
常、opmn.dbgファイルに含まれるメッセージは、ユーザーが容易に理解で
きる内容ではありません。 

表表表表 6-2 PM コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）

PM の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義
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path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.dbg
有効値 : OPMN のデバッグ・ログ・ファイルのパス名

パス名に指定するすべてのディレクトリはあらかじめ存在している必要があります。また、
OPMN には、デバッグ・ログ・ファイルが存在するディレクトリに対して読取りおよび書込み
権限が必要です。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

comp="comp-codes"
必須 : ○
デフォルト値 : internal、ons、pm
有効値 : comp-codeのリスト。comp-codeのリスト内の各項目は、セミコロンで区切る必要
があります。

comp属性には、ログに記録するイベントのコンポーネント・コードを指定します。OPMN の
実行時、これらのコードを動的に表示したり変更したりするには、次のコマンドを実行します。

> opmnctl query target=log
> opmnctl set target=log comp=<comp-codes>

OPMN を再ロードすると、これらの値は opmn.xmlファイル内の構成された値に戻ります。

opmn.xmlファイルの log および debug 要素には、次の comp-code を指定します。

� internal: OPMN の共通内部情報をログに記録します。

� ons: OPMN の ONS コンポーネント情報をログに記録します。

� pm: OPMN の PM コンポーネント情報をログに記録します。

onsコンポーネントと pmコンポーネントはどちらもサブコンポーネントで構成されます。こ
れらのサブコンポーネントは、構文 component[subcomponents]を使用して指定できます。
component の値は onsまたは pmのいずれかで、両方を指定する場合はそれぞれをセミコロン
で区切ります。特定のコンポーネントに対して有効なサブコンポーネントのリストを指定する
場合は、それぞれのサブコンポーネントをコンマで区切ります。たとえば、
comp="ons[local,listener];pm"のように指定します。

表 6-3 に、ONS コンポーネントのコードの一覧を示します。

表表表表 6-3 ONS コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

ONS の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

local ローカル情報

listener リスナー情報

discover 検出（サーバーまたはマルチキャスト）情報

servers クラスタに接続している、現在稼動中のリモート・サーバー

topology 現在のクラスタ全体のサーバー接続トポロジ

server リモート・サーバーの接続情報

client クライアントの接続情報

connect 一般的な接続情報

subscribe クライアントのサブスクリプション情報

message 通知の受信情報および処理情報

deliver 通知配信情報

special 特殊な通知処理
opmn.xml の一般的な構成 6-7



opmn.xml の要素および属性について
表 6-4 に、PM コンポーネントのコードの一覧を示します。

onsまたは pmの各サブコンポーネントには、先頭に否定文字 ! を付けることができます。この
場合、そのサブコンポーネントの選択が解除されます。all と指定した後に、特定のサブコン
ポーネントを否定することによって、そのサブコンポーネントを表示対象から除外できます。

コンポーネントとサブコンポーネントは、処理する順番に設定または否定します。
ons[all,!topology]と指定すると、topologyを除く、onsのすべてのサブコンポーネン
トが出力されます。一方、ons[!topology,all]と指定すると、topologyを含む、onsの
すべてのサブコンポーネントが出力されます。

internal 内部リソース情報

secure SSL の操作情報

workers ワーカー・スレッド

表表表表 6-4 PM コンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコードコンポーネントのコード

PM の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義

all すべてのサブコンポーネント

requests HTTP（ユーザー）リクエスト

remote リモート HTTP リクエスト

scheduler スケジューラのスレッドおよびリソース情報

monitor 監視スレッド情報

workers ワーカー・スレッド

process 管理対象プロセス

depend 依存性処理

rmd RMD ディレクティブ

fos サービスのフェイルオーバー情報

internal 内部リソース

schedjobs 定期的にスケジュールされているジョブ

procjobs 処理がスケジュールされている各ジョブ

fos サービスのフェイルオーバー処理

dms DMS 処理

modules process module情報。modLog()（またはデバッグ・ログに対

して modDebug）関数をコールするモジュールのみ出力されます。

モジュール（module-id）を使用すると、特定のモジュールまた

はその一覧を指定できます。複数の module-idを指定する場合

は、それぞれの module-idをコロンで区切って指定します。た

とえば、module1-id:module2-idのように指定します。構成

され、有効になっているモジュールと一致しない module-idは

処理されません。

表表表表 6-3 ONS コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）コンポーネントのコード（続き）

ONS の属性の属性の属性の属性 定義定義定義定義
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rotation-size="kBytes"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

rotation-sizeには、ログ・ファイルの 大サイズを KB 単位で指定します。ログ・ファイ
ルのサイズが構成された値に達すると、OPMN のロギング・メカニズムによりログが閉じら
れ、そのログの名前がタイムスタンプの接尾辞に変更されて、新しいログ・ファイルが作成さ
れます。

rotation-size 属性は、rotation-hour属性とともに使用することもできます。

rotation-hour="HOD"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 23 までの整数

rotation-hour属性はログ・ファイルで使用します。指定した日時になると、OPMN のロギ
ング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、そのログの名前がタイムスタンプの接尾
辞に変更されて、新しいログ・ファイルが作成されます。この属性は、rotation-size属性
とともに使用することもできます。

<notification-server>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <opmn>
属性 : interface

notification-server要素は、OPMN の ONS 部分を構成する要素を含むか、またはその
要素を構成します。

interface="type"
必須 : ×
デフォルト値 : 任意
有効値 : 任意、IPv6、IPv4

OPMN は、デフォルトで IPv6 と IPv4 の両方のネットワーク・インタフェースをサポートして
います（第 3.11 項「IPv6 サポート」を参照）。OPMN は、リスナー・ポートを両方のインタ
フェースにバインドし、いずれかのインタフェースを使用して接続を試みます。アドレスが使
用可能な場合、OPMN は常に IPv6 インタフェースを 初に使用することを試みます。これは、
Sun 社の Java Virtual Machine（JVM）のデフォルトの動作と同じです。

他の OPMN サーバーへ接続する場合、IPv4 と IPv6 の両方で同じネットワークを使用する必要
があります。たとえば、IPv4 インタフェースが使用可能であっても、IPv6 によって IPv6 ネッ
トワーク・インタフェースのみが強制的に使用されます。したがって、OPMN は、同じネット
ワーク・インタフェースを使用する他の OPMN サーバーとの間でのみ接続が可能です。同じ
ネットワーク・インタフェースのサポートを提供していないシステムに IPv4 または IPv6 を構
成すると、OPMN は起動しません。
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<ipaddr>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : remote、request

iapddr要素には、ONS リスナー・スレッドやホストとポートのバインドに使用するホスト情
報を指定します。

remote="ip; ip"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ONS が自身のリモート・ポートをバインドする IP アドレス（###.###.###.### の形式で
指定）またはホスト名。IP 値のリストを使用して、ONS を特定の IP アドレスのセットにバイ
ンドするように構成できます。リスト内の各 IP 値は、セミコロンで区切る必要があります。

remote属性には、ONS が自身のリモート・ポートをバインドする IP アドレスまたはホスト
名を指定します。リモート・ポートは、ONS 間の通信に使用されます。ONS 間の通知の送受
信はリモート・ポートを介して行われます。OPMN は、ONS を使用し、リモート・ポートを
介して他の OPMN サーバーにリモート・リクエストをルーティングします。

request="ip; ip"
必須 : ×
デフォルト値 : デフォルト・システムのホスト名の IP アドレス
有効値 : ONS が自身のリクエスト・ポートをバインドする IP アドレス（###.###.###.### の形式
で指定）またはホスト名。IP 値のリストを使用して、ONS を特定の IP アドレスのセットにバ
インドするように構成できます。リスト内の値は、セミコロンで区切る必要があります。

request属性には、ONS が自身のリクエスト・ポートをバインドする IP アドレスまたはホス
ト名を指定します。このポートはステータス情報の取得にのみ使用されます。

<port>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : local、remote、request

port要素には、ONS リスナー・スレッドやホストとポートのバインドに使用する構成情報が
含まれます。

local="port"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効なポート番号

local属性には、ONS のローカル・ポートの値を指定します。

remote="port"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

remote属性には、ONS のリモート・ポートの値を指定します。
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request="port"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

request属性には、ONS のリクエスト portの値を指定します。

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password、openssl-certfile、
openssl-keyfile、openssl-password、openssl-lib

ssl要素は、ONS 間のセキュリティおよび認証構成に使用されます。Oracle SSL レイヤー
（wallet-fileおよび wallet-password）または Open SSL レイヤー
（openssl-certfile、openssl-keyfile、openssl-passwordおよび openssl-lib）
のいずれかを構成します。両方は使用できません。Oracle SSL レイヤーと Open SSL レイヤー
を同じ opmn.xmlファイル内に構成すると、サーバーが起動しません。

Oracle SSL レイヤーは、Oracle Application Server または Oracle Database 製品のいずれかに付
属するライブラリを使用します。Oracle SSL レイヤーは、標準の Oracle Wallet を使用します。

Open SSL レイヤーは、暗号化ハードウェアに対するより優れたパフォーマンス、ドキュメント
およびサポートを提供します。Open SSL レイヤーの方が、OPMN 内部で使用するハードウェ
ア領域が少なくなります。Open SSL は、セキュリティ・プロトコルを開発するためのオープ
ン・ソースのツール・キットです。詳細は、次を参照してください。

http://www.openssl.org

enabled="boolean"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

enabled値が true に設定されると、ONS で SSL 接続が有効になります。

wallet-file="path"
必須 : ×（Oracle SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : Oracle Wallet のパス名

wallet-file属性には、ONS 接続の認証に使用する Oracle Wallet のパス名を指定します。
$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

wallet-password="password"
必須 : ×（Oracle SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : Wallet のパスワードに使用する文字列

wallet-password属性には、指定した Oracle Wallet に使用するパスワード文字列を指定し
ます。

openssl-certfile="path"
必須 : ○（Open SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : Open SSL の証明書ファイルのパス名
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opmn.xml の要素および属性について
openssl-certfile属性には、ONS 接続の認証に使用する Open SSL の証明書ファイルを指
定します。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

openssl-keyfile="path"
必須 : ○（Open SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : Open SSL の鍵ファイルのパス名

openssl-keyfile属性には、ONS 接続の認証に使用する Open SSL の鍵ファイルを指定しま
す。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

openssl-password="password"
必須 : ○（Open SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : openssl-keyfileのパスワードに使用する文字列

openssl-password属性には、指定した openssl-keyfileに使用するパスワード文字列を
指定します。

openssl-lib="path"
必須 : ×（Oracle SSL でのみ使用）
デフォルト値 : なし
有効値 : Open SSL ライブラリのパス名

openssl-lib属性には、共有ライブラリのファイル（libsslおよび libcryptoなど）が存
在する Open SSL ライブラリのパス名を指定します。openssl-libのパス名を指定しない場
合は、OPMN を起動する環境の適切なシステム変数にパス名を含める必要があります。
$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。

<tune>
必須 : ×
デフォルト値 : 「属性」を参照
親要素 : notification-server
属性 : io-timeout、io-idle、timeout

tune要素には、Tuneable Notification Server の ONS パラメータに関する情報が含まれます。

io-timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 30
有効値 : 0 または 4 ～ 3600 までの整数

io-timeoutには、ローカル・サーバーに直接接続された各リモート OPMN（または ONS）
サーバーで使用される、ソケットでの読取りタイムアウト値を指定します（秒単位）。リモー
ト・サーバーが io-timeoutに構成された時間内にローカル・サーバーとの接続を介してデー
タを受信しないと、リモート・サーバーで接続がタイムアウトし、ソケットが閉じられます。
io-timeout値は、リモート OPMN（または ONS）サーバーでローカル・サーバーに対して
使用されるタイムアウト時間です。

io-timeout値は、ONS 接続が切断された後のリソース・クリーンアップのタイムアウトとし
ても使用されます。タイムアウト前に接続が再確立されると、リソースは新しい接続に送信さ
れます。接続が再確立されない場合、リソースはタイムアウト時間が経過した後に解放されま
す。

サービスのフェイルオーバー参加状態、重複した ONS 通知の検出状態、および停止中の接続に
ルーティングされた通知には、すべて io-timeout値が使用されます。通知は、タイムアウト
が発生するか接続が再確立されるまで、停止中の接続へのキューに格納されます。
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opmn.xml の要素および属性について
ビジー状態またはオーバーロードしているシステムで実行されているサーバーでは、
io-timeoutパラメータの値を増やす必要があります。

0 を指定すると、リモート・サーバーでの、ローカル・サーバーに対する io-timeoutを使用
したチェックが無効化されます。この io-timeoutにより、フェイルオーバー参加状態、重複
した ONS 通知の検出状態、および停止中の接続へのキューに格納された通知のクリーン・アッ
プが無効になります。通知は接続が再確立されるまでキューに格納されます。タイムアウト・
チェックが無効になっており、接続が再確立されない場合、リモート OPMN（または ONS）
サーバーのメモリー消費が増加し続ける可能性があります。io-timeoutパラメータの値は、
デバッグ時にのみ 0 に設定してください。

構成された値が 0 以外で 小値より小さい場合は、 小値に設定されます。 大値より大きい
場合は 大値に設定されます。

io-idle="interval"
必須 : ×
デフォルト値 : io-timeout - （io-timeout / 3）
有効値 : 2 ～（io-timeout - 2）までの整数

ローカル・サーバーが、直接接続された各リモート・サーバーにメッセージを送信する時間隔
を指定します（秒単位）。構成された時間隔内にローカル・サーバーから任意のリモート・サー
バーへ通常のネットワーク通信が行われなかった場合は、リモート・サーバーにメッセージが
送信されます。

io-idleパラメータは、アイドルであるが応答する OPMN サーバーがリモート・サーバーに
接続しているときに、その接続がタイムアウトしないようにします。ビジー状態のシステムで
は、この値を io-timeout値よりもはるかに小さい値にする必要があります。これにより、リ
モート・サーバーがタイムアウトを検出する前に、ローカル・サーバーがアイドル・メッセー
ジをリモート・サーバーへのキューに入れて送信するための十分な時間を確保します。

io-timeoutが 0 の場合、io-idle属性は無視されます。構成された値が 小値より小さい
場合は、 小値に設定されます。 大値より大きい場合は 大値に設定されます。

timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 20
有効値 : 1 ～ 3600 までの整数

timeoutパラメータには、ローカル OPMN サーバーに対する接続試行およびクライアント接
続書込みに使用されるソケット・タイムアウト値を指定します（秒単位）。ローカル OPMN
サーバーへの接続のハンドシェイクが、構成されたタイムアウト値よりも長くかかる場合は、
ソケットが閉じられ接続リソースが使用可能になります。クライアント接続ソケットでの書込
みが、構成されたタイムアウト値よりも長くかかる場合は、ソケットが閉じられ接続リソース
が使用可能になります。

<topology>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : notification-server
属性 : なし

topology要素には、クラスタ内の ONS トポロジに関する構成情報が含まれます。
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opmn.xml の要素および属性について
<nodes>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : topology
属性 : list

nodes要素には、ローカル OPMN サーバーとして同一クラスタ内に存在する、OPMN サー
バーの特定アドレスのリストを指定します。リストには、ローカル OPMN サーバーが含まれま
す。複数の nodes 要素を構成できます。

list="list-of-nodes"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : カンマで区切ったノードのリスト。各ノードは、クラスタ内の OPMN サーバーを表し
ます。

各 nodeエントリは、ローカル OPMN サーバーがリモート OPMN サーバーへの接続を試行す
る、クラスタ内のインスタンスを表します。この接続を介して、通知、ステータスおよびユー
ザー・リクエストなどの情報が送信されます。構成されたリモート・ノードに接続できない場
合、OPMN は 120 秒ごとに接続を再試行します。重複エントリは無視されます。

各 nodeエントリは、アドレス：ポートの形式で指定する必要があります。アドレスは、有効
な Transmission Control Protocol（TCP）IP アドレスである必要があります。OPMN でサポー
トされている IP 接続の詳細は、第 3.11 項「IPv6 サポート」を参照してください。

各 node値は、システムで実行されている OPMN サーバーに対応している必要があります。
OPMN サーバーは、アドレスで指定し、port要素で指定したリモート・ポートをリスニング
するように構成する必要があります。

アドレス値は、対応する OPMN に対して構成されたものと同じである必要があります。システ
ムに複数の IP アドレスやホスト名がある場合、アドレス値は、notification-serverの
ipaddr要素の remote属性で構成された値と一致する必要があります。

各ノードのアドレス部分は、同じシステムのホスト名または IP アドレスのリストで構成されま
す。このリストは、リモート・ノードの ipaddrの remote 属性が、同じ情報で構成されてい
る場合のみ使用可能です。リストされたホスト名と IP アドレスは、セミコロンで区切る必要が
あります。

port要素の値は、notification-server要素の port 要素の remote 属性で構成された値と
一致する必要があります。

たとえば、次のように入力します。

� host1 から host5 を構成する場合は、次のように指定します。

<nodes list="host1.com:6200,host2.com:6200,host3.com:6200"/>
<nodes list="host4.com:6200,host5.com:6200"/>

� 2 つの名前を持つホストを構成する場合は、次のように指定します。

<nodes list="hostnameA.com;hostnameB.com:6200"/>
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opmn.xml の要素および属性について
<discover>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : topology
属性 : list

discover要素には、検出サービスのアドレスのリストを指定します。ローカル OPMN サー
バーは、この discover 要素を使用して、同じクラスタ内のリモート OPMN サーバーを検出し
て接続します。複数の discover 要素を構成できます。

list="list-of-services"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 検出マルチキャスト・アドレスまたは検出 OPMN ホスト・アドレスのリスト。サービ
スのリストは、カンマで区切る必要があります。

各サービス・エントリは、ローカル OPMN サーバーが同一クラスタ内のリモート OPMN サー
バーを見つけるための検出リソースを表します。検出されたトポロジの各 OPMN サーバーは、
同一トポロジ内の他の OPMN サーバーへの接続を自動的に管理します。サービスは、マルチ
キャスト・ノードまたはホスト・ノードの 2 つのタイプのいずれかになります。

マルチキャスト・ノードの構文は、*nodeです。*nodeには、マルチキャスト IP アドレス
（またはホスト名）とポートのペアを指定します（nodesを参照）。OPMN では、通常、任意の

OPMN サーバーは単一の検出トポロジにのみ参加するのに対し、一意の *node エントリは、結
合されるインスタンスの個別のトポロジとして処理されます。

たとえば、次のように入力します。

<discover list="*225.0.0.37:8205"/>

マルチキャスト・アドレスは、224.0.0.1 ～ 239.255.255.255 の有効なアドレス範囲内にある必要
があります。IP アドレスの前のアスタリスク（*）は必ず指定してください。これは、指定さ
れた値がマルチキャスト・アドレスであるということを OPMN に伝えるものです。

検出サーバー・ノードの構文は node です。node は、クラスタ内の OPMN インスタンスに対
する IP アドレス（またはホスト名）と OPMN リモート・ポートのペアで、トポロジ内で検出
ホストとして機能します。各トポロジに複数の検出サーバーを構成できます。

たとえば、次のように入力します。

<discover list="host1.com:6200"/>

各検出トポロジ内では、OPMN によってサーバーの循環接続が維持されます。それぞれが離れ
たロケーションにあるインスタンスのグループを持つクラスタの場合、インスタンスはロケー
ションに基づいた個別のトポロジにグループ化する必要があります。この場合、個別のトポロ
ジはゲートウェイ・メカニズムによって結合する必要があります。

多数のインスタンスをループする検出トポロジの場合、OPMN は、循環接続ループを自動的に
小さなサブ・ループに分割し、サーバー間で通知の送受信に要する待機時間を短縮します。
ノード数が 16 を超えると、OPMN ではデフォルトで循環ループを自動的に分割します。この
自動分割のしきい値は、[number]接頭辞を検出リストの前に付けることによって構成できま
す。numberは、OPMN によってトポロジのループ内で許可されるインスタンスの 大数で
す。この数を超えると、トポロジのループが複数ループに分割されます。number の 小値は 8
です。

たとえば、次のように入力します。

� 検出マルチキャスト・トポロジの自動分割数を 8 に設定する場合は、次のように指定します。

<discover list="*[8]225.0.0.37:8205"/>

� 検出ホスト・トポロジの自動分割数を 8 に設定する場合は、次のように指定します。

<discover list="[8]host1.com:6200,host2.com:6200"/>
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opmn.xml の要素および属性について
<gateway>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : topology
属性 : list

gateway要素は、独立した検出トポロジ間の接続に使用されます。複数の gateway 要素を構
成できます。

list="list-of-gateways"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ゲートウェイのリスト。各ゲートウェイは、2 つの OPMN 検出トポロジ間のリンクま
たはリンクのセットを表します。リスト内の各ゲートウェイは、カンマで区切る必要がありま
す。

gateway の構文は source/targetです。

source/targetは、ノード・エントリのリストです。各ノード・エントリは、アンパサンド
（&）で区切ります。詳細は、nodesを参照してください。ソースにリストされた OPMN サー
バーは、ターゲットにリストされた OPMN サーバーにそれぞれ接続されます。ターゲットが省
略されている場合は、ソースと同じ値であると判断されます。ソースにリストされていない
OPMN サーバーでは、gateway の指定は無視されます。

次に例を示します。

host1a の OPMN サーバーは、サブネット subA に切り離された検出トポロジの一部であり、こ
のトポロジとサブネット subB 上の独立した検出トポロジとの間のゲートウェイ・インスタン
スとして選択されています。host1b の OPMN サーバーは、サブネット subB に切り離された検
出トポロジの一部であり、このトポロジとサブネット subA 上の独立した検出トポロジとの間
のゲートウェイ・インスタンスとして選択されています。

<gateway list="host1a.subA.com:6200&host1b.subB.com:6200/"/>

この構成では、OPMN サーバー host1a.subA.com:6200は OPMN サーバー
host1b.subB.com:6200に接続され、OPMN サーバー host1b.subB.com:6200は OPMN
サーバー host1a.subA.com:6200に接続されます。

大の冗長性を実現するため、各検出トポロジのゲートウェイとして複数のホストを構成する
場合があります。

次に例を示します。

host1a の OPMN サーバーは、サブネット subA に切り離された検出トポロジの一部であり、こ
のトポロジとサブネット subB 上の独立した検出トポロジとの間のゲートウェイ・インスタン
スとして選択されています。host1b の OPMN サーバーは、サブネット subB に切り離された検
出トポロジの一部であり、このトポロジとサブネット subA 上の独立した検出トポロジとの間
のゲートウェイ・インスタンスとして選択されています。

次は前述の例と同じですが、各サブネットに 2 つのホストが構成されます。

<gateway 
list="host1a.subA.com:6200&host2a.subA.com:6200&host1b.subB.com:6200&host2b.subB.com:62
00/"/>

ただしこの構成では、サブネット A の 2 つのインスタンスが常に相互接続して、サブネット B
の 2 つのノードが常に相互接続します。その結果、不要な接続オーバーヘッドが発生します。
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opmn.xml の要素および属性について
より厳密に構成するには、2 つの個別の gateway 要素が必要になります。

<gateway 
list="host1a.subA.com:6200&host2a.subA.com:6200/host1b.subB.com:6200&host2b.subB.com:62
00"/>
<gateway 
list="host1b.subB.com:6200&host2b.subB.com:6200/host1a.subA.com:6200&host2a.subA.com:62
00"/>

これで、同一サブネット上のインスタンスは必要に応じて相互接続するようになります。

<process-manager>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <opmn>
属性 : insecure-remote-requests

process-managerには、OPMN の PM 部分の構成の定義が含まれます。

insecure-remote-requests="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

insecure-remote-requests属性には、セキュリティ機能が構成されるまでリクエストを無
効にする、セキュリティ・チェックを行うかどうかを指定します。デフォルトでは、ONS の
SSL が有効であり Wallet ファイルが認証用に構成されている場合にのみ、OPMN がリモート 
OPMN サーバーからルーティングされたリクエストの起動、停止、再起動、シャットダウンお
よび再ロードを許可します。 

<process-modules>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : なし

各 process moduleは、特定の process-type要素のセットをサポートするように設計され
ており、それらの process-type要素が構成されている場合にのみ必要となります。PM は、
指定した process moduleごとにライブラリを動的にロードします。 

注意注意注意注意 : insecure-remote-requests属性を trueに設定すると、セ
キュリティ・チェックが無効になるため、セキュリティ機能が構成されて
いない状態でこれらのリクエストをリモートで発行できるようになりま
す。 

insecure-remote-requests 属性を trueに設定することには重大なセキュリ
ティ上のリスクを伴うため、セキュリティを強化したファイア・ウォール
を設定するか、外部ネットワークから完全に切断した状態で、接続した
OPMN サーバーをテストする場合にのみ使用してください。
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<module>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-modules>
属性 : path、tag、status、cron

module要素は、PM に対して process-type固有のサポートを提供します。各モジュール
は、共有ライブラリとして実装されます。実装されたモジュールは一連の標準機能をエクス
ポートし、PM の process module API を使用します。モジュールには、サポートする
process-typeのリストを指定する必要があります。1 つの構成済 process moduleのみ、
特定の process-typeをリストします。2 つのモジュールに同じ process-typeをリストす
ることはできません。

path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : モジュールの共有ライブラリのパス名

path属性には、共有ライブラリ・ファイルのパス名を指定します。ライブラリ・ファイルに
は、Linux の場合は .so、Microsoft Windows の場合は .dllというシステム接尾辞が付きま
す。接尾辞は省略できます。その場合、接尾辞は OPMN によって自動的に追加されます。パス
を指定するときには、ORACLE_HOMEを使用できます。

tag="tag-id"
必須 : ×
デフォルト値 : path 要素で指定する値
有効値 : モジュールを一意に識別する文字列

この tag 属性によってモジュールを識別します。モジュールは、PM のログ・ファイルにエ
ラーを記録する場合やリクエストへのレスポンスの一部として、自身のタグの値をレポートし
ます。必須ではありませんが、この属性に意味のある値を設定すると、プロセス管理の問題の
追跡に役立ちます。

status="state"
必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : critical、enabledまたは disabled

モジュールを enabledに設定すると、PM は自身の共有ライブラリをロードして、モジュール
の初期化機能を起動およびコールします。disabledに設定すると、モジュール・エントリは
完全に無視されます。opmn.xmlにモジュールの process-typeが構成されている場合は、
この process-typeも disabledに設定する必要があります。criticalに設定した場合の
動作は、モジュールの初期化が失敗した場合に OPMN が致命的なエラー・コードで終了する点
を除いて、enabledに設定した場合と同じです。

cron="interval"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

モジュールの cronコールバック機能をコールする時間隔を秒単位で指定します。cronコール
バックをサポートしないモジュールに対して cronの時間隔を設定することはできません。独
自に設計したモジュールを使用する場合を除いて、この属性は追加および変更しないでくださ
い。
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<module-data>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <module>、<ias-instance>、<ias-component>、<dependencies>、<process-set>
属性 : なし

特定のモジュールにのみ意味のある、モジュール固有の名前と値のペアを定義する場合は、
module-dataブロックを使用します。各 module-dataブロックは、名前と値のデータのペ
アを含むカテゴリに分類されます。

module-dataブロックは、opmn.xmlファイル内の複数の要素に対して定義できます。また
OPMN は、process-setレベルに、それ以上のレベルで定義されたすべての値を含む
module-data集合体ブロックを作成します。この階層内に同じ category idと data id
を持つ複数の定義が存在する場合は、 下位レベルに定義された値が使用されます。

表 6-5 に、階層内の各レベル（一番上が 上位レベル）で定義された module-dataと、すべ
ての module-data定義の process-setレベルにおける結果の共用体を示します。

表表表表 6-5 module-data の階層の階層の階層の階層

モジュールモジュールモジュールモジュール 定義定義定義定義

ias-instance <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="aaaa"/>

</category>

ias-component <category id="CatA">
<data id= "DataAB" value="abab"/>

</category>
<category id="CatB">

<data id= "DataBA" value="baba"/>
</category>

module <category id="CatA">
<data id= "DataAC" value="acac"/>

</category>

process-type <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="XXXX"/>

</category>

process-set <category id="CatB">
<data id= "DataBB" value="bbbb"/>

</category>

RESULT <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="XXXX"/>
<data id= "DataAB" value="abab"/>
<data id= "DataAC" value="acac"/>

</category>
<category id="CatB">

<data id= "DataBA" value="baba"/>
<data id= "DataBB" value="bbbb"/>

</category>
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<category>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <module-data>
属性 : id

category要素は、module-dataブロック内の編成レベルを表します。

id="id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この id文字列によってデータ・カテゴリを識別します。1 つの module-dataブロック内の各
カテゴリ ID は一意にする必要がありますが、複数の module-dataブロックに同じデータ・
カテゴリ ID を含めることができます。この場合、これらのカテゴリは関連していると見なされ
ます。

<data>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <category>
属性 : id、value、process-conversion

module-data カテゴリ内のデータ名の値を定義します。

id="id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列によってデータ属性を識別します。1 つのカテゴリ内の各データ ID は一意にする必
要がありますが、複数のカテゴリに同じデータ ID を含めることができます。異なるカテゴリ内
に定義された、他のデータ要素と同じ id を持つデータ要素は互いに関連します。

value="value"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

データ要素の idに関連付けられた値文字列です。process-setの範囲内（process-set以
上の任意のレベル）に定義された任意の環境変数は、$variableまたは %variable%のよう
な値文字列で参照され、変数値に展開されます。この範囲内には、データ値が（process-set
以上の任意のレベルに）定義されています。

process-conversion="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

process-conversion属性には、区切り文字を指定できます。OPMN はデフォルトで、data
値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じたディレクトリ・パ
スの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、Windows ではス
ラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。この変換を無効にする場合は、この属性を false
に設定します。 
6-20　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



opmn.xml の要素および属性について
process-conversion が true の場合は、OPMN ではスラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）
文字をエスケープ文字として使用することに注意してください。たとえば、Windows システム
では、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）として認識されます。結果として生成
される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指
定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の文字列内に ^ が表示されます。 

<data id="routing-id">
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : category
属性 : value

data idには、routing-id モジュールの値を定義します。

routing-idの詳細は、『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』を参照してください。

value="routing id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の文字列

routing id には、OC4J と Oracle HTTP Server 間のルーティング上の関係を指定します。つま
り、Oracle HTTP Server は、同一の routing id を持つすべての OC4J に対してルーティングを
行います。デフォルトでは、routing id は、opmn.xmlファイルの ias-instance下で
module data として指定されています。routing-idのデフォルトは g_rt_idです。
opmn.xml ファイルでは階層制が採用されており、opmn.xml ファイルに構成されているすべて
のコンポーネントは、routing id の構成を継承します。Oracle HTTP Server または OC4J に別の
routing id を構成するには、opmn.xml ファイルで下位の routing id を構成する必要がありま
す。opmn.xml ファイルの多くのエントリと同様に、下位に構成されたエントリは、上位に構
成されたエントリよりも優先されます。

<module-id>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <module>
属性 : id

module-id名は、プロセスのタイプを定義し、この構成を process moduleと関連付けま
す。

この識別子は各 process-typeで使用し、その process-typeをサポートするモジュールを
指定します。1 つのモジュールに複数の module-idを構成できます。

id="module-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列
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<ias-instance>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : id、ORACLE_HOME

Oracle Application Server インスタンスの構成を定義します。各 OPMN でサポートされる
ias-instanceは 1 つだけです。

id = ias-instance-id; name = ias-instance-name; ORACLE_HOME = "path name"

id="ias-instance-name"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列には、ias-instanceの ID を指定します。

name="ias-instance-name"
必須 : ×
デフォルト値 : ias-instance-id
有効値 : 文字列

name文字列には、ias-instanceの名前を指定します。この値が、有効範囲の OPMN リク
エストのインスタンスの識別に使用されます。

ORACLE_HOME="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パスを示す文字列

この ORACLE_HOMEパス属性は、Oracle Application Server インスタンスと同じ ORACLE_HOME
である必要があります。

<environment>
必須 : ○
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : ias-instance、ias-component、process-type、process-set
属性 : なし

module-dataブロックと同様に、environmentブロックは opmn.xmlファイル内の複数の
要素に定義できます。また OPMN は、process-setレベルに、それ以上のレベルで定義され
たすべての値を含む environment集合体ブロックを作成します。この階層内に同じ idを持
つ複数の定義が存在する場合は、 下位レベルに定義された値が使用されます。

注意注意注意注意 : OPMN は、ias-instanceレベルに次のデフォルトの環境変数
を設定します。値は、ias-instance構成または OPMN ランタイム環境
から抽出されます。

Linux: ORACLE_HOME、ORACLE_NLS、OPMN_ENV_LC_ALL、OPMN_ENV_
LANG、OPMN_ENV_NLS_LANG、SHELL

Microsoft Windows: COMSPEC、SYSTEM_DRIVE、SYSTEM_ROOT
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<variable>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <environment>
属性 : id、value、append、process-conversion

variable 要素には、環境変数の名前と値を定義します。

id="id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

idには、環境変数の名前を指定します。environment idは environmentブロック内で重
複できますが、 後に定義した値が前に定義した値よりも優先されます。異なる要素の
environmentブロックで、同じ environment idを定義できます。この場合、 下位レベ
ルに定義した値が、それより上のレベルで定義した値よりも優先されます。

value="value"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

環境変数の値を指定します。$variableまたは %variable%のような値文字列で参照される
環境変数が変数値に展開されます。上位レベルの定義や同じ environmentブロック内の前の
定義を使用する場合、同じ環境変数であればこの変数は自身を参照します。

環境変数を参照する場合は、Linux シェル構文の $variableまたは ${variable}、あるいは
Microsoft Windows 形式の %variable%を使用できます。何も定義されていない変数を参照し
た場合、変数はそのまま維持されます。つまり、value="_notdefined_"は何も変更されま
せん。

たとえば、次の environmentブロックでは、accumulateに "foobar" という値を指定して
います。

<environment>
<variable id="accumulate" value="foo">
<variable id="accumulate" value="${accumulate}bar">

</environment>

append="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

trueを指定すると、新しい環境変数値を以前に定義した値に追加するように OPMN を強制で
きます。値の間はシステム・ライブラリ・デリミタ（Linux の場合は ':'、Microsoft Windows
の場合は ';'）で区切られます。これは、CLASSPATHなどの変数に使用する値をまとめる際に役
立ちます。

たとえば、次の environmentブロックでは、Linux システムの CLASSPATHに "/foo:/bar"
という値を指定しています。

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="/foo">
<variable id="CLASSPATH" value="/bar" append="true">

</environment>
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process-conversion="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

<rmd-definitions>
デフォルト値 : なし
親要素 : ias-instance、ias-component、process-type、process-set、process-manager
属性 : なし

RMD 定義を使用すると、ユーザーが構成する一連のディレクティブに従って、システムの状態
に基づくプロセス管理コマンドを発行できます。考慮するシステム条件には、Oracle 
Application Server インスタンスで入手可能な任意の DMS メトリックが含まれます。DMS メ
トリックには、事前設定されている常駐のメトリックと、他のアプリケーションによって定義
および実装されるメトリックがあります。

RMD 定義は、次のいずれかになります。

� 階層 : ias-instanceレベルまたはその下位レベルで定義される場合。階層 RMD により、
階層 RMD が定義されている OPMN の構成コンポーネント内の対応付けが判断されます。

� グローバル : process-manager レベルで定義される場合。グローバル RMD では、OPMN コ
ンポーネントを明確に指定する必要があります。

<rmd>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : rmd-definitions
属性 : name、description、interval

条件を指定するディレクティブと、その条件が true と評価されたときに実行されるアクション
のセット、および任意のアクションが失敗したときに実行される exceptionのオプション・
セットを指定します。

name="name"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : RMD の識別子

階層 RMD の場合、この名前は、階層 RMD が定義された階層コンポーネント内で一意である
必要があります。グローバル RMD の場合は、global rmd-definitionsブロック内で一意
である必要があります。 

description="description"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

RMD の説明を指定します。

interval="interval"
必須 : ×
デフォルト値 : 30
有効値 : 5 以上または文字列 "joinons group"
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interval属性には、RMD の条件チェックの時間隔を指定します。チェックの実際の時間隔
は、システムの負荷により、構成された intervalよりも長くなる場合があります。小さい値
を設定すると、RMD を頻繁にチェックすることになり、余分なシステム・リソースを消費しま
す。

intervalを文字列 "joinonsgroup" に設定すると、OPMN サーバーが新しい ONS トポロ
ジ・グループを追加したことを ONS レイヤーが検出した際、RMD が評価されます。

<conditional>
必須 : ○（rmd属性が interval="joinonsgroup" の場合は×）
デフォルト値 : なし
親要素 : rmd
属性 : CDATA

conditional要素には、OPMN によって評価される条件文が含まれます。

<![CDATA[statement]]/>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列（条件文）

CDATA 条件文には、actionをトリガーするシステムの状態を記述します。この文は、値比較
の論理的な組合せで構成されます。OPMN のあらゆる機能と同様に、条件文では大文字と小文
字が区別されます。使用可能な値には、次のタイプがあります。

� OPMN DMS ツリーから入手可能な DMS メトリック

� 定数値（例 : 500000）

� 時間値（例 : 5 p.m.）

DMS メトリックは、OPMN DMS ツリー内の位置に基づいて記述します。メトリックは、完全
修飾されたパス名、階層の相対参照またはグローバルの絶対参照のいずれかで指定します。

ターゲット・メトリックの完全修飾されたパス名は、スラッシュ（/）から始めます。完全修飾
されたパス名には、OPMN インスタンスの完全パス名を含めます。OPMN インスタンスの接
頭辞は、完全修飾されたパス名に自動的に追加されます。たとえば、次のように入力します。

/pm/host_statistics/freePhysicalMem

完全修飾されたパス名を持つメトリックは、階層 RMD およびグローバル RMD の両方の
conditionalで参照できます。

RMD 要素が階層の場合、メトリックには相対パス名の形式を使用する必要があります。たとえ
ば、次のように入力します。

[process-set].numProcs

この例は、RMD が評価される階層内の任意の process-setの numProcsを指定します。こ
のルールの例外は applicationメトリックです。このメトリックでは、パス名は相対と絶対
のどちらでも指定できます。階層 RMD の conditionalで指定できるコンポーネントは次の
とおりです。

� [ias-component]: opmn.xmlファイルの階層内の ias-component要素を参照します。

� [process-type]: opmn.xml ファイルの階層内の process-type要素を参照します。

� [process-set]: opmn.xml ファイルの階層内の process-set要素を参照します。

� [process]: ランタイム階層内の process要素を参照します。

� [application]: ランタイム階層内の application 要素を参照します。

� [application=<app>]: アプリケーション <app> を参照します。
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RMD 要素がグローバルの場合、メトリックは開始位置の絶対表記から始めて、その後ろに相対
パス名を指定する必要があります。たとえば、次のように入力します。

[ias-component=HTTP_Server][process-set=HTTP_Server].numProcs

この例では、ias-component=HTTP_Serverに属する、process-setが HTTP_Serverの
メトリック numProcsを指定します。このルールの例外は次のとおりです。

�  process: 常に相対表記で指定する必要があります。

� application: 相対と絶対のどちらでも指定できます。 

グローバル RMD の conditionalで指定できるコンポーネントは次のとおりです。

� [ias-component=<comp>]: opmn.xml ファイルの ias-component <comp>を参照しま
す。

� [process-type=<ptype>]: opmn.xml ファイルの process-type <ptype>を参照します。

� [process-set=<pset>]: opmn.xml ファイルの process-set <pset>を参照します。

� [process]: プロセスを参照します。

� [application]: アプリケーションを参照します。

� [application=<app>]: application <app>を参照します。

OPMN プロセスのリクエストと同様、ディレクティブで指定されていないコンポーネントはワ
イルドカードと見なされます。したがって、[process-set=home] を参照するグローバル
RMD は、opmn.xml ファイル内の id"home" で構成されたすべての process-setについて評
価されます。

1 つの conditional で複数の OPMN 論理コンポーネントを参照することはできません。たとえ
ば、同じ conditional では [ias-component=HTTP_Server]を参照できません。同様に、下
位の構成コンポーネントへの参照は、同じ conditional 内の参照先の上位コンポーネントに属す
ることができません。 

階層 RMD およびグローバル RMD では、複数の項目をカッコで囲んで指定できますが、後続
の各項目でツリーを絞り込む必要があります。つまり順序としては、ツリーの頂点から枝葉に
向かうようにする必要があります。たとえば、processは ias-componentの前に記述する
ことはできません。

定数値は、小数点を含む平易な数値である必要があります。定数値を DMS メトリックと比較
する場合は、比較対象である DMS メトリックと同じ単位にする必要があります。この数値は、
OPMN によって類似した値に変換されます。

24 時間形式（hh:mm）で構成される時間値は、オプションの曜日インジケータと結合されま
す。曜日の略語は、sun、mon、tue、wed、thu、friおよび satです。曜日インジケータに
は、単一の値、カンマ区切りリストまたはダッシュを使用したリストを指定します。

� 17:00: 毎日の午後 5 時

� [mon,wed,fri].05:00: 月曜、水曜、金曜の午前 5 時

� [mon-fri].21:45 : 平日の午後 9 時 45 分

現在の時間は、キーワード {time}で表します。演算子の左側に指定された曜日に、演算子の
右側に指定された曜日が含まれていない場合、時間比較は false と評価されます。

デフォルトでは、曜日は値が等しい場合にのみ評価されます。曜日の評価が true の場合は、時
間値も評価されます。 

曜日の後ろに @ 文字を追加することにより、単一の曜日に対する比較を強制できます。日曜
（sun）は値 0、土曜（sat）は値 6 として扱われます。たとえば、次のように入力します。

� {time} < [wed].12:00: 水曜の午前 0 時から正午の間のみ true と評価されます。

� {time} < [wed@].12:00: 日曜の午前 0 時から水曜の正午までが true と評価されます。

値の比較には、次より小さい（<）、次以下（<=）、次より大きい（>）、次以上（>=）、次と等し
い（=）、または次と等しくない（!=）があります。
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一重引用符（'）を使用すれば文字列値も指定できますが、許可される演算子は次と等しい（=）、
または次と等しくない（!=）のみです。

比較は演算子のおよび（&）、または（|）、グループ化（カッコ）を使用して論理的に結合でき
ます。比較の論理グループの前に論理演算子（!）を付けると、出力結果を否定できます。

キーワード {duration(interval)}を使用すると、指定された時間隔（秒単位）にわたって
conditional が true と評価された場合にのみ、conditional でトリガーを実行するように指定す
ることもできます。この場合、conditional はある時間隔に限ってのみ評価されることに注意し
てください。duration 値を指定すると、指定された時間隔にわたって評価が conditional 値と一
致する場合にのみ、conditional のトリガーが強制されます。これは、指定された時間隔全体で
この条件が true であることを保証する近似処理です。この近似処理の精度は、
{duration(interval)}の値と、評価の構成された interval の割合に依存します。
conditional が true と評価されると、その評価のすべての duration がリセットされます。
conditional が false と評価された場合は、評価で使用されなかった任意の duration もリセット
されます。

interval を文字列 joinonsgroupに設定すると、OPMN サーバーが新しい ONS トポロジ・グ
ループを追加したことを ONS レイヤーが検出した場合にのみ、conditional が評価されます。
conditional が省略されている場合、RMD の評価は常に true になります。conditional が定義さ
れている場合、processレベルの参照は許可されないため、duration キーワードは使用しない
でください。たとえば、次のように入力します。

� JVM のヒープ・サイズが 500MB を超える場合（グローバル RMD）:

[process-set=home][process].heapSize > 500000

� 時間が平日の午後 5 時の場合 :

{time} = [Mon-Fri].1700

少なくとも 60 秒間の平均リクエスト時間が 500 ミリ秒より大きく、階層 RMD が構成されてい
る process-setに対して実行されているプロセスが 4 より少ない場合 :

[process].avgReqTime > 500 {duration(60)})&([process-set].numProcs < 4)

直近の 3 分間に空きシステム・メモリーが 50MB 未満であった場合 :

/pm/host_statistics.freePhysicalMemory < 50000 {duration(180)}

<action>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : rmd
属性 : value

action要素には、conditionalが true と評価された場合に実行するアクションを指定しま
す。

value=request
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列（リクエスト）

actionには、RMD の conditional が true と評価された場合に実行する、プロセス管理リクエ
ストまたは特定のプログラムのいずれかを指定します。RMD には複数の actionを指定でき
ます。これらは、定義された順番に続けて実行されます。

actionリクエストから成功（200）以外の値が戻されたか、実行プログラムが 0 以外のステー
タスで終了した場合、RMD の残りの actionはスキップされ、構成済の exceptionが実行さ
れます。

actionまたは exceptionの処理中は、RMD は評価されません。
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RMD に指定できる actionには、次のものがあります。

� start: 指定した引数リストとともに起動リクエストを実行します。

� restart: 指定した引数リストとともに再起動リクエストを実行します。

� stop: 指定した引数リストとともに停止リクエストを実行します。

� exec: 指定したプログラムまたはスクリプトを引数リストとともに実行します。

start、restartおよび stopリクエストのターゲットは、RMD の conditional で参照される
OPMN コンポーネントと相対的であると見なされます。リクエストの範囲を限定するために、
それらのコンポーネントを示すキーワードを使用する必要があります。

次の拡張付きキーワードを使用できます。

� {ias-component} ias-component=<comp>

� {process-type} process-type=<ptype>

� {process-set} process-set=<pset>

� {process} uniqueid=<uid>

� {application} application=<app>

start、restartおよび stopの actionでは、キーワード {process} を他のキーワードと
ともに使用できません。OPMN リクエストではこの組合せは許可されません。

また、execの actionでは、process-setまたは processを参照する conditionalの場
合、{pid}キーワード（pid=<pid>に拡張）を使用できます。

actionでは、conditionalで参照される 下位の OPMN コンポーネントよりも下位レベル
の OPMN コンポーネントのキーワードを参照できません（たとえば、conditionalが
ias-componentのみを参照する場合、actionでは {ias-component} キーワードのみを使
用できます）。このルールの例外として、conditionalが process-setを参照する場合は、
actionで {process} を参照できます。ただし、その場合、RMD は強制的に process-set
レベルではなく processレベルで評価されます。

actionリクエストの結果は、OPMN プロセス・マネージャ・ログに記録されます（リクエス
トの開始と完了が記録されます。完了ステータスはレベル 4、完全な結果はレベル 5）。実行可
能プログラムまたはスクリプトの stdoutおよび stderr出力は、$ORACLE_
HOME/opmn/logs/rmd.outに送信されます。rmd.outファイルではローテーションは行わ
れません。その他のプログラムとスクリプトでは、個別のログ・ファイルが使用されます。出
力には、stdoutおよび stderrファイル記述子は使用されません。

次に actionの例を示します。

� ORACLE_HOMEインスタンス内で定義された階層 RMD のホーム OC4J インスタンスで別の
JVM を起動します（この process-setは、minprocsおよび maxprocsを使用して構
成する必要があります）。

� start {ias-component}{process-type}{process-set} numprocs=1

ホーム・インスタンス内で定義された階層 RMD のホーム・インスタンスで JVM を再起動
します。

� restart {process}

RMD の conditionalによって参照される ias-component全体を停止します。

� stop {ias-component}

特定のプログラムを実行して、参照 processの UID および pid を渡します。

� exec $ORACLE_HOME/mybin/report.sh "rmd triggered" {process} {pid}
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timeout=timeout
必須 : ×
デフォルト値 : 影響を受けるコンポーネントに対する OPMN リクエストに構成された（または
デフォルトの）タイムアウト（次の段落を参照）
有効値 : 0 ～ 3600 までの整数

タイムアウト値は、actionごとに構成できます。start、restartおよび stopの action
のデフォルトのタイムアウトは、それらのコンポーネントに対する OPMN リクエストに構成さ
れた（またはデフォルトの）タイムアウトです。execのデフォルトのタイムアウトは、それら
のコンポーネントに対する OPMN リクエストに構成された（またはデフォルトの）タイムアウ
トです。execの actionのデフォルトのタイムアウトは 30 秒です。

<exception>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : rmd
属性 : value

RMD の任意の action定義が失敗したときに実行するアクションを指定します。 

この構成は、actionの構成と同じです。

exceptionリクエストから成功（200）以外の値が戻されたか、実行プログラムが 0 以外のス
テータスで終了した場合、RMD の残りの exceptionはスキップされます。

<ias-component>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-instance>
属性 : id、id-matching、status

ias-componentは、管理上の理由から、process-typeを論理グループにまとめたもので
す。

id="component-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、ias-instance内の ias-componentを一意に識別します。

id-matching="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

OPMN はデフォルトで、コンポーネントの id-matching属性が trueに設定されている場合
を除いて、ias-componentと構成済のすべての ias-componentとが一致しないようリクエ
ストします。trueに設定されている場合は、ias-componentやその ias-componentに構
成した任意の process-typeまたは process-setに反映するよう、リクエストに
ias-component idを明示的に含める必要があります。

注意注意注意注意 : ias-component要素を使用した OC4J グループの詳細は、第 3.2 項
「OC4J グループ」を参照してください。
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status="state"
必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

ias-componentを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を
解析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
ias-componentエントリは完全に無視されます。

<dependencies>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-component>、<process-type>、<process-set>
属性 : なし

OPMN は、dependenciesを使用して、プロセスを起動するかどうかを決定します。
module-dataと environmentブロック同様に、dependencies ブロックは opmn.xmlファイ
ル内の複数の要素に対して定義できます。また、OPMN は、process-setレベルに、それ以
上のレベルで定義されたすべての依存関係を含む依存関係の一覧を作成します。同じ依存関係
が異なるレベルに重複して定義されている場合は、プロセスを起動する前に依存関係のチェッ
クが実行されます。

依存関係のタイプは、主に外部と内部の 2 つに分けられます。外部依存関係は、OPMN が管理
しないリソースに使用されます。たとえば、Application Server Control コンソールです。

外部プログラムは、OPMN がリソースのチェックを行う際に実行します。内部依存関係は、
OPMN が管理するプロセス（ユニット）に使用され、リモートの OPMN が管理するプロセス
もこれに含まれます。

OPMN は、依存関係の 新の状態や 後にチェックを実行した時間など、各依存関係の状態を
キャッシュに維持します。cache-timeoutパラメータを使用すると、各依存関係について、
キャッシュ内に維持している状態を使用する期間や、その状態を使用するかどうかを指定でき
ます。また、各依存関係に対して一般的なタイムアウト・パラメータを使用すれば、依存関係
のチェックやプロセスの起動を中断する前に、依存関係のステータスが更新されるまで OPMN
が待機する時間を指定できます。

OPMN は、宣言された順番に依存関係をチェックしていきます。依存関係一覧の走査は、
チェックがすべて成功する（依存関係が有効）、 初のチェックが失敗する（依存関係が無効）、
あるいは依存関係チェックがタイムアウトになるかのいずれかによって終了します。

<database>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : db-connect-info、infrastructure-key、timeout、cache-timeout

database要素には、チェックするデータベースを指定します。db-connect-infoまたは
infrastructure-keyのいずれかを使用してデータベースを識別します。

db-connect-info="connect"
必須 :  ○（infrastructure-keyを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

db-connect-info属性には、データベースへの接続に必要な文字列を指定します。文字列
は、次のいずれかの形式で指定します。

� <host>:<port>/<service name>

� (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=<host>) (PORT=<port>)) 
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=<service name>)))
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たとえば、次のように入力します。

pdsundev7:1521/asdb.us.oracle.com

データベースの接続情報は、$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.oraに格納されま
す。

infrastructure-key="key"
必須 :  ○（db-connectを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

データベースの識別に必要な infrastructure-key属性を指定します。

timeout="depend-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、即座に依存関係
のチェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合は、新たに依存関係の
チェックが実行されます。cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適用され、前の
チェックが失敗した場合は、別の方法で依存関係のチェックが実行されることに注意してくだ
さい。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<OID>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : address、infrastructure、timeout、cache-timeout

<OID>要素には、特定の Oracle Internet Directory の address 文字列をチェックしたり、デ
フォルトの Infrastructure の Oracle Internet Directory を使用するよう OracleAS Infrastructure
のフラグが trueに設定されているかどうかをチェックするように、Oracle Internet Directory
サービスを指定します。

address="address"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

address要素には、Oracle Internet Directory への接続に必要な address 文字列を指定します。
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infrastructure="boolean"
必須 :  ○（addressを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

Oracle Application Server インスタンスに、デフォルトの Infrastructure の Oracle Internet 
Directory を使用するかどうかを指定します。 

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <OID>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

Oracle Internet Directory 接続用の SSL 情報を指定します。

enabled="boolean"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

Oracle Internet Directory 接続で SSL を有効にするには、enabled属性を trueに設定します。

wallet-file="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効なパス名

Oracle Internet Directory 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパス名を指定します。
$ORACLE_HOMEディレクトリの場所を使用することもできます。

wallet-password="password"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

wallet-password属性には、指定した wallet-file に使用するパスワードを指定します。

timeout="depend-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数
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cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、依存関係の
チェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合、OPMN は新たに依存関係
のチェックを実行します。cache-timeoutは、 後に成功した依存関係のチェックにのみ適
用されます。前のチェックが失敗した場合、OPMN は別の方法で依存関係のチェックを実行し
ます。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<OSSO>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : host、port、URI、timeout、cache-timeout

OSSO要素には、チェックする OracleAS Single Sign-On サービスを指定します。

host="hostname"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

host属性には、OracleAS Single Sign-On 接続用のホスト名を指定します。

port="port"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

port属性には、OracleAS Single Sign-On 接続用のポートを指定します。

URI="uri"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

URI属性には、OracleAS Single Sign-On 接続用の URI を指定します。

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <OSSO>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

ssl要素には、OracleAS Single Sign-On 接続用の SSL 情報を指定します。

enabled="boolean"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

enabled属性は、OracleAS Single Sign-On の SSL 接続を有効にします。接続を有効にするに
は、この属性を trueに設定します。
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wallet-file="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パス名

wallet-file属性には、OracleAS Single Sign-On 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパ
ス名を指定します。ORACLE_HOME値を使用することもできます。

wallet-password="password"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

wallet-passwordには、指定した wallet-file に使用するパスワードを指定します。

timeout="depend-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、依存関係の
チェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合、OPMN は新たに依存関係
のチェックを実行します。cache-timeoutは、 後に成功した依存関係のチェックにのみ適
用されます。前のチェックが失敗した場合、OPMN は別の方法で依存関係のチェックを実行し
ます。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<managed-process>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : ias-instance、ias-component、process-type、process-set、autostart、
autostop、timeout、cache-timeout

managed-process属性には、チェックする管理対象プロセスを指定します。process-type
または process-setのプロセスは、指定した依存関係の管理対象プロセスがアクティブであ
る場合にのみ起動します。循環依存が検出されると、ローカルの管理対象プロセスでは拒否さ
れますが、リモートの管理対象プロセスでは、依存関係チェックがデッドロックになりタイム
アウトが起こります。

ias-instance="ias-instance-id"
必須 : ×
デフォルト値 : 現在の process-typeまたは process-setの ias-instance
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の ias-instanceを指定します。指定した ias-instanceが現
在の OPMN で管理されていない場合、その ias-instanceはリモートの管理対象プロセスの
依存関係であると見なされます。
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ias-component="ias-component-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の ias-componentを指定します。

process-type="process-type-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の process-type-idを指定します。

process-set="process-set-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の process-set-idを指定します。

autostart="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

autostart属性は、管理対象プロセスの依存関係に使用されます。チェック実行時にプロセス
が稼動していない場合は、autostart要素の指定により、OPMN によるプロセスの起動が試
行されます。

autostop="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

管理対象プロセスの依存関係が停止中である場合に、管理対象プロセスを停止するかどうかを
指定します。リモートの管理対象プロセスの依存関係に対する値は常に falseです。

timeout="depend-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係チェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指定
します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗した
と判断します。

cache-timeout="cache-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数
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cache-timeout属性は、リモートの OPMN が管理するプロセスにのみ使用されます。
cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後のタイムアウトの依存関係の
チェックが、現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものである場合は、
即座に依存関係のチェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合は、新た
に依存関係のチェックが実行されます。cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適
用され、前のチェックが失敗した場合は、別の方法で依存関係のチェックが実行されることに
注意してください。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<process-type>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-component>
属性 : id、module-id、status、working-dir

process-typeは、同じモジュールがサポートする process-setをグループ化したもので
す。

id="process-type-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、ias-component内の process-typeを一意に識別します。

module-id="module-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

module-id属性は、process-typeをサポートする module-id属性に直接マップする必要
があります。

status="state"
必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

process-typeを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を解
析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
process-typeエントリは完全に無視され、opmn.xmlファイルの一覧にないエントリと同様
に処理されます。

working-dir="path"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME
有効値 : パス名

working-dirパス名には、process-type 要素により作成される管理対象プロセス用の作業
ディレクトリを指定します。process-setに working-dir属性が定義されている場合、
process-set のパス名が process-typeのパス名よりも優先されます。$ORACLE_HOMEディレ
クトリを使用することもできます。

注意注意注意注意 : cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適用され、前
のチェックが失敗した場合は、OPMN が別の方法で依存関係のチェック
を実行することに注意してください。
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service-failover="num"
必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 0 より大きい整数

process-typeは service-failoverとして構成できます（numが 0 以外の場合）。つまり、
Oracle Application Server クラスタが稼動中のとき、そのクラスタ内でプロセスが num の数だ
け存在します。この実装では、単一インスタンスで実行されるこのタイプのプロセスは 1 つに
制限されます。そのため、クラスタ内の特定の service-failoverの 大プロセス数は、ク
ラスタに参加しているインスタンスの数を超えることはありません。num 値が、この
service-failoverに参加しているクラスタ内のインスタンス数より大きく、
service-failoverがアクティブである（起動されている）場合、クラスタに追加された各
参加インスタンスは、クラスタ全体での service-failoverプロセスの合計数が num になる
まで自動的に自身の service-failoverプロセスを起動します。

service-failoverプロセスは、サービスに参加している任意のインスタンスで実行できま
す。つまり、各インスタンスには、同じ ias-component id、process-type idおよび
process-set idで構成されたサービスが必要です。サービス自身を対象とするには、リクエ
ストで ias-componentと process-type（process-setも含むことができる）の両方を指
定する必要があります。

service-failoverの process-typeで指定できるのは、1 つの process-setのみです。
フェイルオーバー・サービスのプロセス数は常に 1 であるため、この process-setでは
numprocs、minprocsまたは maxprocsを指定できません。

service-failoverは、（managed-process 同様に）依存関係として指定できるか、または依
存関係を指定できます。依存関係として指定した場合は、numの構成値にかかわらず、クラス
タ内でこのタイプのプロセスが 1 つでもアクティブになれば、service-failoverの依存関
係チェックが true と評価されます。

service-weight="value"
必須 : ×
デフォルト値 : 100
有効値 : 0 より大きい整数

実際の service-failoverプロセスを実行するインスタンスは、構成された（またはデフォ
ルトの）service-weight 値に基づいて選択されます。高い重みを持つインスタンスが低い重み
を持つインスタンスよりも優先して選択されます。インスタンスのセットがサービスに対して
同じ重みを持つ場合は、構成された数のインスタンスがセットから選択され、プロセスが実行
されます。

service-weight属性は、service-failover属性に 0 以外の値が設定されている場合にの
み指定できます。

<event-scripts>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : なし

特定のプロセスに関連するイベントが発生すると、構成された event scriptが実行されま
す。OPMN はスクリプトの実行が完了するかタイムアウトが起こるまで待機してから、次の
actionを実行します。
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表 6-6 に、イベント・スクリプトの引数を示します。

<pre-start>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

構成した依存関係のチェックが問題なく実行された後、プロセスが実際に開始される前に実行
する pre-startスクリプトを指定します。pre-startスクリプトのタイムアウトは、プロセ
ス自体の起動に設定されたタイムアウト値になります。このスクリプトの実行に使用した時間
は、プロセスの起動のタイムアウト値にカウントされます。スクリプトがタイムアウトした場
合、プロセスは起動せず、関連したすべての HTTP リクエストが失敗します。

イベント・スクリプトを使用して start、stopまたは restartなどの OPMN プロセスをリ
クエストする場合は注意が必要です。これらのリクエストは process-setレベルでシリアラ
イズされています。現在のリクエスト（あるいはすでにキューに入れられている別のリクエス
ト）が実行されている process-setに対してスクリプトがリクエストを実行すると、タイム
アウトが発生するまでそのスクリプトはハングします。 

表表表表 6-6 イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数

オプション名オプション名オプション名オプション名 オプションの引数オプションの引数オプションの引数オプションの引数 説明説明説明説明

-timeStamp <time> システムの現在の timeを示す整数値（秒単位）。

-instanceName <instance-name> 管理対象プロセスの instance-name。

-componentId <component-id> 管理対象プロセスの component-id。

-processType <process-type-id> 管理対象プロセスの process-type。

-processSet <process-set-id> 管理対象プロセスの process-set。

-processIndex <index> 管理対象プロセスの process-index。

-stderr1

1 start がプロセスの再起動リクエストの一部である場合、この引数は pre-start スクリプトにのみ指定され
ます。pre-start イベントは、start の実行前にのみトリガーされます。再起動は、停止操作とその後に続
く起動操作で構成されます。起動操作は単独で実行することも、再起動操作の一部として実行することも
できます。

<path> プロセスの stderrファイル・ポインタのパス名。

-stdout1 <path> プロセスの stdoutファイル・ポインタのパス名。

注意 : start がプロセスの再起動リクエストの一部で

ある場合、この引数は pre-start スクリプトにのみ

指定されます。

-reason <reason> スクリプトが実行された理由を示す文字列。http_
requestは、このプロセス actionが、OPMN に

対してユーザーが HTTP リクエストを実行した結果

であることを示します。non_http_requestは、

このプロセス actionを実行したのが OPMN 自体

であることを示します。

-pid2

2 この引数は、pre-stop または post-crash イベント・スクリプトにのみ使用できます。

<process-id> process-idに設定されたオペレーティング・シ

ステムの整数値。

-startTime2 <time> システムでのプロセスの開始時間を示す整数値（秒
単位）。
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path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス名

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルのパス名を指定します。ORACLE_HOME値を使用することもできます。

<pre-stop>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

関連付けられたプロセスを停止する前に実行するスクリプトを指定します。このスクリプトの
タイムアウトは、プロセス自体の停止に設定されたタイムアウト値になります。このスクリプ
トの実行に使用した時間は、プロセスの停止のタイムアウト値にカウントされます。スクリプ
トがタイムアウトした場合は、すべての関連する HTTP リクエストが失敗します。ただし、
OPMN はプロセスの停止操作を続行します。

start、stopまたは restartなどの OPMN プロセスをリクエストする場合は注意が必要で
す。これらのリクエストは process-setレベルでシリアライズされています。現在のリクエ
スト（あるいはすでにキューに入れられている別のリクエスト）が実行されている
process-setに対してスクリプトがリクエストを実行すると、タイムアウトが発生するまで
そのスクリプトはハングします。

path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス名

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルの path属性を指定します。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することも
できます。

<post-crash>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

関連付けられたプロセスが予期せず中断した後に実行するスクリプトを指定します。このスク
リプトのタイムアウトは、プロセス自体の停止に設定されたタイムアウト値になります。スク
リプトが終了すると、OPMN は中断したプロセスの置換をスケジュールします。

start、stopまたは restartなどの OPMN プロセスをリクエストする場合は注意が必要で
す。これらのリクエストは process-setレベルでシリアライズされています。現在のリクエ
スト（あるいはすでにキューに入れられている別のリクエスト）が実行されている
process-setに対してスクリプトがリクエストを実行すると、タイムアウトが発生するまで
そのスクリプトはハングします。

path="path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス名

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルの path属性を指定します。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することも
できます。
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<start>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の各段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry

start属性には、管理対象プロセスの起動パラメータが含まれます。

timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 60
有効値 : 整数

timeout属性には、管理対象プロセスの起動に対するタイムアウト値を指定します（秒単位）。

retry="num"
必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

retry属性には、1 つのリクエストにおいて連続して実行する、プロセスの起動試行回数を指
定します。

<stop>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout

stop属性には、管理対象プロセスの停止パラメータを指定します。

timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 30
有効値 : 整数

管理対象プロセスの停止に対する timeout値を指定します（秒単位）。

<restart>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の各段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry

管理対象プロセスの restartパラメータを指定します。

timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 90
有効値 : 整数

管理対象プロセスの再起動に対する timeout値を指定します（秒単位）。
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retry="num"
必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

retry属性には、1 つのリクエストにおいて連続して実行する、プロセスの再起動試行回数を
指定します。

<ping>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の各段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry、interval

ping要素には、管理対象プロセスの ping パラメータを指定します。

timeout="timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 20
有効値 : 整数

管理対象プロセスの ping に対する timeout値を指定します（秒単位）。モジュールごとに
ping のタイムアウトを指定します。

retry="num"
必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

retry属性には、モジュールがプロセスの切断を宣言して再起動するまでに許容する、ping の
連続失敗回数を指定します。モジュールごとに ping のリトライ回数を指定します。

interval="interval"
必須 : ×
デフォルト値 : 20
有効値 : 整数

interval属性には、管理対象プロセスの ping を実行する時間隔を指定します（秒単位）。

<port>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>
属性 : id、range

port要素は、使用するモジュールに対するポート管理メカニズムを提供します。各モジュール
は、idに設定されたポートを使用します。

id="id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性で、process-typeに使用するポートの範囲を識別します。各モジュールには、必須
またはオプションの portの id 一覧があります。
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range="range"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート範囲

port rangeは、idに割り当てるポートを指定します。 

モジュールが id内のポート番号をリクエストすると、OPMN は、その範囲内のポートがロー
カル・システムにバインドされているかどうかをチェックし、バインドされていない場合はモ
ジュールにそのポート番号を返します。port rangeの構文は、ポートの番号や範囲をカンマ
で区切って指定します。

次に例を示します。

ポート 5555、6666、7777、8888 および 9999 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="5555,6666,7777,8888,9999"

ポート 4000 ～ 4250 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="4000-4250"

ポート 7000 ～ 7049、7775、7785 および 8050 ～ 8099 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="7000-7049,7775,7785,8050-8099"

<process-set>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>
属性 : id、restart-on-death、numprocs、minprocs、maxprocs、status、
working-dir、parallel-requests

process-setは、OPMN 内のプロセスを抽象化したものです。すべての module-data、環
境変数およびその他の構成パラメータが、process-setレベルで 終的な値に解決されます。

id="process-set-id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、process-type内の process-setを一意に識別します。

restart-on-death="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

管理対象プロセスが、リクエストによる停止ではなく予期せず中断した場合、OPMN はそのプ
ロセスを自動的に再起動しません。中断された管理対象プロセスの自動再起動を有効にするに
は、この属性を trueに設定します。

numprocs="num"
必須 :  ○（minprocsを構成する場合。minprocsを構成しない場合は×。）
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

OPMN がこの process-setに対して起動するプロセスの数を指定します。
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minprocs="min"
必須 :  ○（numprocsを構成する場合。numprocsを構成しない場合は×。）
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

OPMN がこのプロセス・セットに対して起動するデフォルトのプロセス数を指定します。
minprocsが構成されている場合、maxprocsには、minprocs の値と同じか、それより大きな
値を設定する必要があります。minprocs および maxprocsが構成されている場合、このプロ
セス・セットに対する OPMN リクエストに、特定のプロセス数が指定されます。この属性は、
numprocsが構成されている場合は指定できません。 

maxprocs="max"
必須 :  ○（minprocs を構成する場合。minprocs を構成しない場合は×。）
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

minprocs が構成されている場合は、maxprocs属性を指定する必要があります。ただし、
numprocs が構成されている場合は指定できません。 

status="state"
必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

process-setを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を解
析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
process-setエントリは完全に無視され、opmn.xmlファイルの一覧にないエントリと同様
に処理されます。 

working-dir="path"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME
有効値 : パス名

working-dirパス名には、この process-setに属する、作成された管理対象プロセス用の
作業ディレクトリを指定します。$ORACLE_HOMEディレクトリを使用することもできます。 

parallel-requests="boolean"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

OPMN は、特定の process-setで一度に 1 つのリクエストのみが実行できるように、
process-setレベルでリクエストをシリアライズします。後続のリクエストはそれぞれ、実
行前に前のリクエストが完了するまで待機する必要があります。このデフォルトの動作は、
parallel-requestsが trueに設定されている場合、process-setに対して無効化されま
す。 

注意注意注意注意 : parallel-requests属性が有効で、OPMN が process-setのリ
クエストに対するシリアライズをまったく実行しない場合は、競合するリク
エストが事実上同時に発行および実行される可能性があるため、
process-setのプロセスが予測不可能な状態になっています。したがって、
parallel-requestsが trueに設定されている場合は、process-setで
競合するリクエストが同時に発行されていないことを確認する必要がありま
す（暗黙的なワイルドカードで指定された一致する process-setのリクエ
ストも含みます）。
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Oracle HTTP Server の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle HTTP Server の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 7.1 項「Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成」

� 第 7.2 項「Oracle HTTP Server の 小構成」

� 第 7.3 項「Oracle HTTP Server の完全構成」

� 第 7.4 項「Oracle HTTP Server の属性の説明」

� 第 7.5 項「Oracle HTTP Server 2」

� 第 7.6 項「一般的な Apache（Linux のみ）」

注意注意注意注意 :

�  各 ORACLE_HOMEには、Oracle HTTP Server を 1 つのみ構成できます。

� Oracle Application Server 10g リリース 3（10.1.3.1.0）には、Apache 1.3
に基づいた Oracle HTTP Server が付属しています。このバージョンの
Oracle Application Server の構成では、Apache 2 に基づいた Oracle 
HTTP Server 2 を実行できません。

�  Oracle HTTP Server 2 を使用するには、Oracle HTTP Server 2 スタンド
アロン・インストールを使用する必要があります。Oracle HTTP Server 2
スタンドアロン・インストールは、付属の CD から利用可能です。
Oracle HTTP Server 2 インストールの構成では、Oracle HTTP Server を
実行できません。
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Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成
7.1 Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、Oracle HTTP Server プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセ
ス・モジュールによる Oracle HTTP Server プロセスの管理は、module idによって識別され
ます。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnohs.so">
<module-id="OHS"/>

</module>

7.2 Oracle HTTP Server の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、Oracle HTTP Server の 小限の構成を示します。Oracle HTTP Server の他のす
べての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="HTTP_Server">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="OHS">

<process-set id="HTTP_Server" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>

7.3 Oracle HTTP Server の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、Oracle HTTP Server の完全な構成を示します。これには、Oracle HTTP Server
に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="HTTP_Server" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="OHS">

<process-set id="HTTP_Server" restart-on-death="true" numprocs=1>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="config-file" value="/myconfs/httpd.conf"/>
<data id="start-mode" value="ssl-disabled"/>
<data id="command-line" value="-D MyDefine"/>
<data id="routing-id" value="routing id">

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="ping-url" value="/"/>
</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout" value="345"/>
<data id="no-reverseping-failed-ping-limit" value="3"/>
<data id="reverseping-failed-ping-limit" value="6"/>

</category>
</module-data>

<start timeout="300" retry="3"/>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="300"/>
<ping timeout="30" interval="30"/>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>
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7.4 Oracle HTTP Server の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、Oracle HTTP Server に固有の属性について説明します。

Oracle HTTP Server の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="HTTP_Server" のように記述し
ます。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、HTTP_Serverの
ように記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、
ias-component/process-type/process-setのように記述します。

id="HTTP_Server"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  HTTP_Server
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

id属性は必須で、変更できません。idは、targets.xmlのエントリと一致している必要が
あります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="OHS"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  OHS
パス : ias-component/process-type

module-id属性は、プロセスのタイプを定義します。これにより、この構成とプロセス・モ
ジュールが関連付けられます。OHS module-idは、Apache 1.3 の管理用に構成できます。

numprocs=1
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

numprocs属性には、起動する Oracle HTTP Server インスタンスの数を指定します。有効な値
は 1 のみです。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

start-parametersカテゴリには、Oracle HTTP Server の起動に関連するパラメータが含ま
れます。
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id="config-file"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf
有効値 : 既存の構成ファイルへの任意のフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

config-file idは、Oracle HTTP Server の起動に使用する httpd.confを指定するコマン
ド・オプションです。config-file idは、Microsoft Windows ではサポートされていませ
ん。

id="start-mode"
必須 : ×
デフォルト値 : ssl-disabled
有効値 : ssl-enabled/ssl-disabled
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このオプションは、Oracle HTTP Server を ssl enabledで起動するかどうかを指定します。

id="command-line"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Oracle HTTP Server への任意の有効なコマンドライン・オプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idオプションでは、Oracle HTTP Server コマンドラインに追加する追加コマンドライン
を指定します。

id="routing-id"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : category
属性 : Value

routing-idはルーティング ID モジュールの値を定義します。

Oracle HTTP Server の routing-id要素は、opmn.xmlファイルまたは Oracle HTTP Server
の構成のいずれかで構成できます。ただし、この両方で routing-id要素が構成されている場
合、OPMN は起動しません。

value="routing id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の文字列

routing id は、OC4J と Oracle HTTP Server 間のルーティング上の関係を指定します。つまり、
Oracle HTTP Server は、同一の routing id を持つすべての OC4J に対してルーティングを行い
ます。デフォルトでは、routing id は、opmn.xmlファイルの ias-instance下で module 
data として指定されています。routing-idのデフォルトは g_rt_idです。opmn.xmlファ
イルでは階層制が採用されており、opmn.xmlファイルに構成されているすべてのコンポーネ
ントは、routing id の構成を継承します。Oracle HTTP Server または OC4J に別の routing id を
構成するには、opmn.xmlファイルで下位の routing id を構成する必要があります。
opmn.xmlファイルの多くのエントリと同様に、下位に構成されたエントリは、上位に構成さ
れたエントリよりも優先されます。
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id="ping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

ping parametersカテゴリには、OPMN が Oracle HTTP Server に ping を実行する方法を構
成するパラメータが含まれます。

id="ping-url"
必須 : ×
デフォルト値 : /
有効値 : URL のパス部分。たとえば、http://127.0.0.1/<path>などです。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

ping-url idは、OPMN が Oracle HTTP Server に ping を実行する URL を指定します。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリは、障害の検出に使用するパラメータを定義するために使用
されます。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

reverseping-timeout値は、Oracle HTTP Server プロセスから受け取る通知間の 大許容
時間です。障害検出機能の一部として、Oracle HTTP Server モジュールは、Oracle HTTP 
Server プロセスにフォワード ping を実行します。フォワード ping の起動が失敗した場合は、
障害の検出においてリバース ping が考慮され、Oracle HTTP Server プロセスが再起動されま
す。

id="no-reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 1
有効値 : リバース ping も失敗した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

この id module data要素は、（reverseping-timeoutデータ要素によって指定されてい
るタイムアウト時間内に）リバース ping も受信しない場合の、フォワード ping の失敗に対す
るトレランスを定義します。ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応答な
しと見なされ、OPMN によって再起動されます。
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id="reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : リバース ping を受信した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

この module data要素は、リバース ping が成功した場合に、フォワード ping の失敗に対し
て持つトレランスを定義します。ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応
答なしと見なされ、OPMN によって再起動されます。

7.5 Oracle HTTP Server 2
Apache 2 に基づいた Oracle HTTP Server 2（OHS2）のモジュール ID は、Oracle Application 
Server 10g とともに付属の CD に含まれる Apache 2 バージョンの管理に使用されます。

module-id="OHS2"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OHS2
パス : ias-component/process-type

module-id属性は、プロセスのタイプを定義します。これにより、この構成とプロセス・モ
ジュールが関連付けられます。

id="mpm"
必須 : ×
デフォルト値 : prefork
有効値 : worker/prefork
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このオプションは、OHS2で使用するスレッド・モデルを指定します。Linux プラットフォーム
上の OHS2のみで有効です。

オラクル社では、perchild MPM はサポートしていません。Microsoft Windows では、mpm_
winnt MPM を使用します。

7.6 一般的な一般的な一般的な一般的な Apache（（（（Linux のみ）のみ）のみ）のみ）
Oracle HTTP Server のプロセス・モジュールは、一般的な Apache のプロセスの管理用に構成
できます。Oracle HTTP Server のプロセス・モジュールを、一般的な Apache のプロセスの管
理用に構成するには、次の手順に従います。

� モジュール定義を更新し、一般的な Apache の module-idを追加します。モジュール定義
は、次のようになります。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnohs.so">
<module-id id="OHS" />
<module-id id="GENERIC_APACHE" />

</module>
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� 一般的な Apache を管理できるように HTTP_Server コンポーネントを変更します。
GENERIC_APACHE のプロセスは、module-dataとして指定される 1 つの必須パラメー
タを持ちます。そのパラメータは、module-dataの "start-parameters" カテゴリに
ある "apache-home" です。"apache-home" には、一般的な Apache のインストール・
ディレクトリを指定します。次の例は、一般的な Apache の構成を示しています。

<ias-component id="HTTP_Server">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="GENERIC_APACHE">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="apache-home" value="/private1/apbuild/runapache_1.3.27"/>
</category>

</module-data>
<process-set id="HTTP_Server" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>
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OC4J の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの OC4J の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 8.1 項「OC4J プロセス・モジュールの構成」

� 第 8.2 項「OC4J の 小構成」

� 第 8.3 項「OC4J の完全構成」

� 第 8.4 項「OC4J グループの構成」

� 第 8.5 項「OC4J の属性の説明」
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OC4J プロセス・モジュールの構成
8.1 OC4J プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OC4J プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセス・モジュール
による OC4J プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnoc4j.so">
<module-id id="OC4J" />

</module>

8.2 OC4J の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OC4J の 小限の構成を示します。OC4J の他のすべての構成要素と属性にはデ
フォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="OC4J">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />
<process-set id="default-group" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>

8.3 OC4J の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
この項に示す完全構成の例では、OC4J 構成の制御可能な属性について紹介します。これには、
このコンポーネントに使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="OC4J" status="enabled" id-matching="false">
<environment>

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="ORACLE_HOME/lib" 
append="true" />

</environment>
<process-type id="home" module-id="OC4J">
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="java-options" value="-DTestVar=TestVal"/>
<data id="oc4j-options" value=" "/>
<data id="config-file" value="/my/config/dir/server.xml"/>
<data id="java-bin" value="/my/javalocation/jdk/bin/java"/>
<data id="routing-id" value="MYRoutingID">

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-options" value="-DTestVar=TestVal"/>
</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout" value="345"/>
<data id="no-reverseping-failed-ping-limit" value="3"/>
<data id="reverseping-failed-ping-limit" value="6"/>

</category>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/j2ee/servlet/Spy" value="200"/>
</category>
<category id="security-parameters">

<data id="wallet-file" value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"/>
<data id="wallet-password" value ="welcome1"/>

</category>
</module-data>

<start timeout="300" retry="3"/>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="300"/>
<port id="default-web-site" range="12501-12600" protocol="ajp"/>
<port id="rmi" range="12401-12500"/>
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<port id="jms" range="12601-12700"/>
<process-set id="default-island" restart-on-death="true" numprocs="1"/> 

</process-type>
</ias-component>

8.4 OC4J グループの構成グループの構成グループの構成グループの構成
次のコードは、OC4J の OC4J グループ構成の例を示します。OC4J の他のすべての構成要素と
属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="COLORS">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type>
<process-type id="oc4j_soa" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />

</process-type> 
</ias-component>

8.5 OC4J の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OC4J に固有の属性について紹介するとともに、これらの属性について説明しま
す。

OC4J の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="OC4J" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、OC4Jのように記
述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="OC4J"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OC4J
パス : ias-component

id名は必須で、変更できません。idは、targets.xmlファイルのエントリと一致している
必要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、第 3.2 項「OC4J グループ」を参照してください。
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environment
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component

environment 要素は、Oracle Application Server コンポーネント内の複数のレベルで指定できま
す。この概念は OC4J モジュールでは重要です。これは、OC4J プロセスが他の Oracle 
Application Server コンポーネントの構成要素になる場合があるからです。こうした事例では、
該当する environment 要素の ias-component/process-typeレベルでの指定が必要になる
場合があります。

process-type
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component

OC4J プロセスでは、process-type要素は、OC4J インスタンスと管理上同等です。 

module-id="OC4J"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

module-idは、プロセスをモジュールと関連付けます。OC4J プロセスでは、この idは、
OC4J モジュールのプロセス・モジュール構成で指定される module-idと一致している必要が
あります。

port
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

ajpおよび rmiポートに対して port 要素を構成しないかぎり、OC4J プロセスは起動されませ
ん。OC4J プロセスに対して ajpポートで ping を実行できる、どちらかのポートが構成されて
いる必要があります。両方のポート・タイプが構成されている場合は、ajpポートを使用して
ping が実行されます。ajpおよび rmiポート以外にも、他のポート・タイプを構成して、プロ
セス起動時にコマンドラインから OC4J プロセスに渡すことができます。 

id="ajp"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

ajp port値を定義する port要素は必須です。

id="rmi"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

rmi port値を定義する port要素は必須です。
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id="jms"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

jms port値を定義する port要素は必須です。

range
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポートの範囲、個々のポート番号または 0
パス : ias-component/process-type/port

この属性は、有効なポート範囲、カンマで区切ったポートの一覧、またはその両方を組み合せ
て指定します。オペレーティング・システムによるポート選択では 0 を指定します。これによ
り、OC4J プロセスは、システムによって指定されたポートを使用するようになります。

<process-set>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

OC4J プロセスでは、process-set要素は、OC4J グループと管理上同等です。 

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

start-parameters idは、OC4J プロセスの起動に関連するすべてのパラメータを収集する
カテゴリです。 

id="java-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Java で許容される任意のオプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OC4J では、コマンドの起動と停止を行うために、いくつかの java-optionsを渡してもらう
必要があります。これらのオプションは OPMN によって内部的に派生するもので、opmn.xml
ファイル構成の一部ではなく、オーバーライドできません。この module data要素を使用し
て、追加の java-optionsを指定できます。

id="oc4j-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : OC4J 実行可能ファイルで許容される任意のオプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OC4J プロセスが正常に機能するには、起動または停止コマンドの一部として、いくつかのオプ
ションを渡してもらう必要があります。これらのオプションは、オーバーライドできません。
これらのオプションに加えて、この module data要素を使用すれば、他のオプションを渡し
てもらうことができます。このデータ要素のデフォルト値はありません。
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id="config-file"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/j2ee/<process-type id>/config/server.xml
有効値 : 既存の構成ファイルへの任意のフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この構成ファイルは、起動コマンドの OC4J オプションです。このデータ要素のデフォルト値
は、ORACLE_HOME変数と OC4J インスタンス名（process-type id）で作成されます。

id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : java.exeへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト値は、そのインストールで使用可能な Java への完全パスです。Java 実行可能ファイ
ルへの代替パスを指定できます。ただし、プロセスを起動して正しく機能させるには、そのプ
ロセスに有効な Java のバージョンを使用する必要があります。

id="routing-id"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : category
属性 : Value

routing-idはルーティング ID モジュールの値を定義します。

value="routing id"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の文字列

routing id は、OC4J と Oracle HTTP Server 間のルーティング上の関係を指定します。つまり、
Oracle HTTP Server は、同一の routing id を持つすべての OC4J に対してルーティングを行い
ます。デフォルトでは、routing id は、opmn.xmlファイルの ias-instance下で module 
data として指定されています。routing-idのデフォルトは g_rt_idです。opmn.xmlファ
イルでは階層制が採用されており、opmn.xmlファイルに構成されているすべてのコンポーネ
ントは、routing id の構成を継承します。Oracle HTTP Server または OC4J に別の routing id を
構成するには、opmn.xmlファイルで下位の routing id を構成する必要があります。
opmn.xmlファイルの多くのエントリと同様に、下位に構成されたエントリは、上位に構成さ
れたエントリよりも優先されます。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

stop-parameters idは、OC4J プロセスの停止に関連するすべてのパラメータを含むカテゴ
リです。
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id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリは、障害の検出に使用するパラメータを定義するために使用
されます。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

reverseping-timeout値は、OC4J プロセスから受け取る通知間の 大許容時間です。障害
検出機能の一部として、OC4J モジュールは、プロセスにフォワード ping を実行します。フォ
ワード ping の起動が失敗した場合は、障害の検出においてリバース ping が考慮され、再起動
されます。

id="no-reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 1
有効値 : リバース ping も失敗した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の値。OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと宣言し
て置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、（reverseping-timeoutデータ要素によって指定されているタ
イムアウト時間内に）リバース ping も受信しない場合の、フォワード ping の失敗に対するト
レランスを定義します。ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応答なしと
見なされ、OPMN によって再起動されます。

id="reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : リバース ping を受信した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、リバース ping が成功した場合に、フォワード ping の失敗に対し
て持つトレランスを定義します。ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応
答なしと見なされ、OPMN によって再起動されます。
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id="urlping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

"urlping-parameters" idは、OC4J プロセスの ping 操作の一部として ping を実行する
URL を指定します。このカテゴリのデータは、URL と有効な HTTP リターン・コードで構成
されます。AJP13プロトコルを使用して OC4J プロセスに直接接続し、構成されているコード
に対して HTTP リターン・コードを検証します。複数の URL が構成されている場合、それら
の 1 つでも ping の実行が失敗すると、ping は失敗したと見なされます。ping の失敗回数が上
限値を超えると、プロセスが再起動されます。 

id="/j2ee/servlet/Spy"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : OC4J プロセスの任意の有効な URL
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

これは、ping の実行対象となる OC4J プロセス内の URL です。

value="200"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : 任意の有効な HTTP リターン・コード
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

構成された URL に対する ping 操作の結果として生成される HTTP コードを次に示します。

<category id="security-parameters">
<data id="wallet-file"value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"/>
<data id="wallet-password"value="welcome1"/>

</category>

id="security-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/

OC4J プロセス・モジュールは、SSL を使用して ping を実行できます。
"security-parameters" idカテゴリには、このような通信に使用する Wallet ファイルと
パスワードを指定できます。 

id="wallet-file"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

data idは、Wallet ファイルへのパスを値として持ちます（ファイル名は含みません）。 
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value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : Wallet ファイルへのパス（ファイル名は含みません）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Wallet ファイルへのパス（ファイル名は含みません）を指定します。Wallet ファイルのデータ
は、ping の実行時に SSL 認証で使用されます。 

id="wallet-password"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Wallet パスワードを指定する data idです。

value ="welcome1"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : 有効な Wallet パスワード
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この値には、Wallet のパスワードを指定します。
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Oracle Application Server Port Tunnel の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Port Tunnel（OracleAS 
Port Tunnel）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 9.1 項「OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成」

� 第 9.2 項「OracleAS Port Tunnel の 小構成」

� 第 9.3 項「OracleAS Port Tunnel の完全構成」

� 第 9.4 項「OracleAS Port Tunnel の属性の説明」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』
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OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成
9.1 OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロ
セス・モジュールによる OracleAS Port Tunnel プロセスの管理は、module idによって識別さ
れます。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmniaspt.so">
<module-id id="IASPT" />

</module>

9.2 OracleAS Port Tunnel の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel の 小限の構成を示します。OracleAS Port Tunnel の他
のすべての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="IASPT">
<process-type id="IASPT" module-id="IASPT">

<process-set id="IASPT" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>

9.3 OracleAS Port Tunnel の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel の完全な構成を示します。これには、OracleAS Port 
Tunnel に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmniaspt.so">
<module-id id="IASPT" />

</module>
<ias-component id="IASPT" status="enabled" id-matching="false">

<process-type id="IASPT" module-id="IASPT">
<port id="ajp" range="6701-6703"/>

<process-set id="IASPT" restart-on-death="true" id="ajp"/>
</process-type>

</ias-component>

9.4 OracleAS Port Tunnel の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Port Tunnel に固有の属性について説明します。

OracleAS Port Tunnel の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="IASPT" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、IASPTのように
記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。
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id="IASPT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : IASPT
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス :  ias-component/process-set

id名は必須で、変更できません。id名は、targets.xmlファイルのエントリと一致してい
る必要があります。

module-id="IASPT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

module-id名は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けま
す。

id="ajp"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ajp
パス : ias-component/process-type/port

id値は、OracleAS Port Tunnel サーバーによって使用される ajpポートを指定するため、
portプロパティの rangeと一緒に使用してください。idが指定されている場合、
iaspt.confファイルに構成されている port番号が上書きされます。

range="6701-6703"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の 1 つのポートまたはポートの範囲
パス : ias-component/process-type/port

range値は、OracleAS Port Tunnel サーバーによって使用される ajpポートを指定するため、
portプロパティの ajpと一緒に使用してください。

numprocs="3"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の数字
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、起動する OracleAS Port Tunnel のサーバー・プロセスの数を指定します。この値
が 1 の場合、portプロパティで ajp範囲を設定してください。値が 2 以上の場合、ajp範囲
は、各 OracleAS Port Tunnel サーバー・プロセスに対して十分な数のポートを指定する必要が
あります。通常、プロセスごとに 1 つのポートを指定します。
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カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルのカスタム・プロセス構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 10.1 項「カスタム・プロセス・モジュールの構成」

� 第 10.2 項「カスタム・プロセスの 小構成」

� 第 10.3 項「カスタム・プロセスの完全構成」

� 第 10.4 項「カスタム・プロセスの属性の説明」
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カスタム・プロセス・モジュールの構成
10.1 カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成
次のコードは、カスタム・プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセス・モ
ジュールによるカスタム・プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmncustom.so">
<module-id id="CUSTOM" />

</module>

10.2 カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成
次のコードは、カスタム・プロセスの 小限の構成を示します。カスタム・プロセスの他のす
べての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="Custom">
<process-type id="Custom" module-id="CUSTOM">
<process-set id="Custom" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="start-executable" value="Your start executable here" />
</category>

</module-data>
</process-set>
</process-type>

</ias-component>

10.3 カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成
例 10-1 に、カスタム・プロセスの完全な構成を示します。これには、カスタム・プロセスに使
用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

他の任意の Oracle Application Server コンポーネントの一部にカスタム・プロセスを使用する
ことができます。その場合、例 10-1 の process-type要素は、コンポーネント構成の一部で
ある必要があります。

10.3.1 ping
カスタム・モジュールは、次の 2 つのいずれかの方法で、カスタム・プロセスの ping を実行す
るフレームワークを提供します。

� HTTP ping

� スクリプト ping

ping のタイプは、ping-parametersカテゴリ内に適切なデータを指定することによって構成
できます。サンプルの Oracle Application Server 構成である例 10-1 に、HTTP ping を使用した
カスタム・プロセスを示します。例 10-2 は、コンポーネント構成で使用可能なスクリプト ping
の例です。

例例例例 10-1 カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成

<ias-component id="Custom" status="enabled" id-matching="false">
<environment>

<variable id="TEST_ENV_VARIABLE" value="/your/test/value" 
append="false"/>

</environment>
<process-type id="Custom" module-id="CUSTOM">
<process-set id="Custom" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="start-executable" value="Your start executable here" />
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カスタム・プロセスの完全構成
<data id="start-args" value="Your start args here" />
</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="stop-executable" value="Your stop executable here" />
<data id="stop-args" value="Your stop args here" />

</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="restart-executable" value="Your restart executable here"/>
<data id="restart-args" value="Your restart args here" />

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="ping-type" value="http" />
<data id="ping-url" value="/your/ping/url" />
<data id="ping-host" value="abc.company.com" />
<data id="ping-port" value="7777" />
<data id="ping-limit" value="3" />
<data id="ping-timeout" value="300" />

</category>
<category id="ready-parameters">

<data id="use-ping-for-ready" value="false" />
</category>

</module-data>
</process-set>
</process-type>

</ias-component>

例 10-2 に、スクリプトを使用した ping の構成を示します。

例例例例 10-2 ping タイプ・スクリプトタイプ・スクリプトタイプ・スクリプトタイプ・スクリプト

<category id="ping-parameters">
<data id="ping-type" value="script" />
<data id="script-executable" value="Ping executable here" />
<data id="script-args" value="Ping arguments here " />

</category>

ping を実行すると（使用できる場合）、プロセスが動作可能であるかどうかを判断できます。
OPMN では、プロセスの作成後、管理対象プロセスが正常に起動していることを確認する必要
があります。プロセスは、様々な方法で OPMN に準備ができていることを伝えます。カスタ
ム・モジュールを使用すると、それらのプロセスは、ping を使用して動作可能であることを伝
えることができます。カスタム・プロセスに対して ping を構成する場合、このメカニズムを使
用して、そのプロセスの準備ができているかどうかを判断することもできます。プロセスが正
常に起動していることを前提としてカスタム・モジュールの処理を進める場合は、動作可能か
どうかを判断するメカニズムを構成しないこともできます。 

注意注意注意注意 : ping が構成されている場合、プロセスの作成後すぐに ping が実行さ
れます。プロセスの初期化および ping への応答に時間がかかる場合は、ping
を使用して動作可能かどうかを判断することは適切ではありません。プロセ
スがこの ping に応答しない場合、OPMN はプロセスが正常に起動していな
いと判断し、プロセスを停止します。
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カスタム・プロセスの属性の説明
10.4 カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明
この項では、カスタム・プロセスに固有の属性について紹介するとともに、これらの属性につ
いて説明します。

カスタム・プロセス属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="Custom" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、customのように
記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="Custom"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の id
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、任意の名前を指定できます。ただし、既存の名前と重複しないようにして
ください。

module-id="CUSTOM"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 第 10.1 項「カスタム・プロセス・モジュールの構成」で指定される module-idと同
じ
パス : ias-component/process-type

module-idは、プロセスをモジュールと関連付けます。カスタム・プロセスでは、この id
は、カスタム・モジュールのプロセス・モジュール構成で指定される module-idと一致して
いる必要があります。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

start-parametersカテゴリには、起動実行可能ファイルおよび起動引数を指定する子要素
が含まれます。

id="start-executable"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行する有効な実行可能ファイル
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、起動する実行可能ファイルの名前を指定します。
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カスタム・プロセスの属性の説明
id="start-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 起動実行可能ファイルのデータ要素によって指定される実行可能ファイルへの有効な
引数
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素の値は、起動実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

stop-parametersカテゴリには、停止実行可能ファイルおよび停止引数を指定する子要素が
含まれます。このカテゴリが構成されていない場合、OPMN は、kill コマンドを使用してプロ
セスを停止します。

id="stop-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、プロセスの停止に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。

id="stop-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素の値は、停止実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリには、再起動実行可能ファイルおよび再起動引数を指定する
子要素が含まれます。プロセスに明示的な再起動コマンドがある場合、このカテゴリを構成す
る必要があります。再起動コマンドがない場合、プロセスの再起動が必要なときは、停止コマ
ンドに続いて起動コマンドが実行されます。

再起動データが指定されると、OPMN は、そのプロセスのプロセス ID を再起動後も同じであ
ると見なします。プロセスに使用できる明示的な再起動コマンドがない場合、停止コマンドに
続いて起動コマンドが発行されます。この場合はプロセス ID の変更が許容されます。
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カスタム・プロセスの属性の説明
id="restart-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効な再起動実行可能ファイル名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、プロセスの再起動に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。

id="restart-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 再起動実行可能ファイルへの有効な引数
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素の値は、再起動実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要が
あります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="ping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

HTTP プロトコルを介して ping が実行されるカスタム・プロセスでは、このカテゴリを指定す
る必要があります。この module dataは、そのような ping の実行に必要なすべてのデータで
構成されています。

id="ping-type"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : http、script
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

ping を実行するカスタム・プロセスでは、この module dataを指定する必要があります。

id="ping-url"
必須 : ×
デフォルト値 : /
有効値 : 任意の有効な URL
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素を使用して、プロセスの ping を実行する URL を指定します。指定されたパラ
メータは、HTTP ping で使用されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 例 10-1「カスタム・プロセスの完全構成」

� 例 10-2「ping タイプ・スクリプト」
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カスタム・プロセスの属性の説明
id="ping-host"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : カスタム・プロセスがバインドされる有効なホスト名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素を使用して、カスタム・プロセスがバインドされるホスト名を指定します。こ
のデータが指定されていない場合、ping は実行されません。無効なホスト名が指定された場
合、process-setは disabled（使用不可）になります。

id="ping-port"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : カスタム・プロセスが HTTP リクエストをリスニングする有効なポート
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

カスタム・プロセスがリスニングするポートです。このデータが指定されていない場合、ping
は実行されません。無効なポートが指定された場合、process-setは disabled（使用不可）
になります。

id="ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : ping の失敗に対して OPMN が持つトレランスを示す任意の適切な値。OPMN は、こ
のトレランスを使用して、プロセスを応答なしと宣言して再起動するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、ping の失敗に対するトレランスを定義します。ping が失敗した回
数がこの上限値に達すると、プロセスは応答なしと見なされ、OPMN によって再起動されま
す。

id="ping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素で指定されたタイムアウト値は、OPMN が ping のレスポンスを待機する 大
時間として使用されます。タイムアウト時間内にレスポンスがない場合、ping の試行は失敗し
たと見なされます。

id="script-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効なスクリプト実行可能ファイル
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素は、プロセスの ping に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。この
実行可能ファイルからの終了値が 0 の場合、ping は正常に実行されたと見なされます。その他
のすべての値は、ping が失敗したことを示します。
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カスタム・プロセスの属性の説明
id="script-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ping 実行可能ファイルへの有効な引数
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素の値は、ping 実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この id に複数のデータ要素を指定しないでください。

id="ready-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この module dataカテゴリは、カスタム・プロセスが正常に起動しているかどうかを判断す
るために ping を使用することを示します。

id="use-ping-for-ready"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素の値により、プロセスが使用可能であるかどうかを判断するために ping を使用
するかどうかが決まります。
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OPMN トラブルシューティ
A

OPMN トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

この付録では、OPMN に対するトラブルシューティングのヒントをいくつか紹介します。この
章の項目は次のとおりです。

� 第 A.1 項「障害と解決策」

� 第 A.2 項「OPMN の問題の診断」

� 第 A.3 項「その他のヘルプ情報」
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障害と解決策
A.1 障害と解決策障害と解決策障害と解決策障害と解決策
この項では、OPMN の使用に際して発生する共通の問題をいくつか説明します。この項の項目
は次のとおりです。

� 第 A.1.1 項「Oracle Application Server プロセスが起動しない」

� 第 A.1.2 項「Oracle Application Server プロセスに障害が発生または応答なしの状態になっ
ているかどうかを判断する」

� 第 A.1.3 項「opmnctl コマンド実行のタイムアウト」

� 第 A.1.4 項「Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動
される」

� 第 A.1.5 項「opmnctl start の予想外の動作」

� 第 A.1.6 項「opmn.xml ファイルの無効な要素」

� 第 A.1.7 項「OC4J を起動できない」

� 第 A.1.8 項「コンポーネントを停止できない」

� 第 A.1.9 項「globalInitNLS エラー」

� 第 A.1.10 項「クラスタのリモート・ホストを個別に起動する」

� 第 A.1.11 項「OPMN の起動時に CPU 使用率が増加する」

� 第 A.1.12 項「OPMN 起動時にエラー・メッセージが表示される」

� 第 A.1.13 項「マルチキャスト・アドレス構成を使用してトポロジを構築する場合にファイ
アウォールを無効または再構成する」

A.1.1 Oracle Application Server プロセスが起動しないプロセスが起動しないプロセスが起動しないプロセスが起動しない

障害障害障害障害

OPMN を使用して Oracle Application Server プロセスを起動できない。

解決策解決策解決策解決策

OPMN を使用して Oracle Application Server プロセスを起動できない場合は、次のことを実行
してみてください。

� コマンド入力を検証し、必要に応じて修正します。入力したコマンドのスペルと選択した
オプションについて確認してください。

� Oracle Application Server プロセスの standard out 出力ログ・ファイルを確認します。プロ
セス・コンソールからの出力は、ORACLE_HOME/opmn/logsディレクトリにあります。
たとえば、Oracle HTTP Server の標準出力ログは、HTTP_Server~1のようになります。

� 起動しようとしている Oracle Application Server プロセスの依存要件を検証します。

� opmn.xmlファイル内の Oracle Application Server コンポーネントの要素値を検証します。
opmnctl validateコマンドを使用して、opmn.xmlファイルの構成を検証してくださ
い。起動しようとしている Oracle Application Server コンポーネントの opmn.xmlが正し
く構成されていない場合もあります。 

注意注意注意注意 : OPMN または Oracle Application Server コンポーネントを起動する
場合は、前バージョンの Oracle9i Application Server または Oracle 
Application Server のコマンドライン・スクリプトまたはユーティリティを使
用しないでください。
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A.1.2 Oracle Application Server プロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態に
なっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断する

障害障害障害障害

Oracle Application Server プロセスに障害が発生、または接続不能になった。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server プロセスに障害が発生した場合、または接続不能になった場合は、
次のことを実行してみてください。

� ORACLE_HOME/opmn/logsの Oracle Application Server コンポーネント固有の出力を確認
します。

Oracle Application Server プロセスについて ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.logを確
認します。process crashedまたは process unreachableメッセージを探します。
OPMN は、障害が発生または応答なしの状態になった Oracle Application Server プロセス
を自動的に再起動します。

� 停止前またはクラッシュ後のイベントのイベント・スクリプトを作成します。イベント・
スクリプトを使用して、特定のログ・ファイルを作成したり、障害に関する情報を電子
メールで送信することができます。

A.1.3 opmnctl コマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウト

障害障害障害障害

opmnctlコマンドの実行にかかる時間は、Oracle Application Server プロセスのタイプおよび
使用可能なコンピュータ・ハードウェアによって異なります。そのため、opmnctlコマンドの
実行にかかる時間は、簡単には判断できません。

OC4J のデフォルトの起動タイムアウトは約 5 分です。OC4J プロセスが opmnctlコマンドの
後に起動しない場合、OPMN は、約 1 時間待機してから、リクエストをタイムアウトして終了
します。

解決策解決策解決策解決策

opmnctlコマンドが正常に実行されていることを検証するには、次のことを実行してみてくだ
さい。

1. 起動していないコンポーネントの start要素の timeout属性値を増やします。
opmn.xmlファイルのタイムアウトを、プロセスが起動するまで待機できるレベルに設定
します。この機能は、startprocコマンドで使用できます。このコマンドは、opmn.xml
内に構成されているすべての関連プロセスを起動するものです。 

2. opmn.xmlファイルの start要素をチェックして、retry属性値をより長い時間に変更
します。

3. 起動していない Oracle Application Server プロセスの ORACLE_HOME/opmn/logs/を確認
します。

4. 起動していない Oracle Application Server コンポーネントのコンポーネント固有のログ・
ファイルを確認します。たとえば、ORACLE_HOME/opmn/logs/OC4J~home~default_
group~1を確認します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 A.2.4 項「イベント・スクリプトを使用したトラブル
シューティング」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」
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障害と解決策
A.1.4 Oracle Application Server コンポーネントがコンポーネントがコンポーネントがコンポーネントが OPMN によって自動的に再起によって自動的に再起によって自動的に再起によって自動的に再起
動される動される動される動される

障害障害障害障害

Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動される。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動される場合は、次
のことを実行してみてください。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.logファイル内の Oracle Application Server コンポー
ネントのメッセージを確認します。

� Oracle Application Server コンポーネントの ping タイムアウトが十分であることを検証し
ます。多くのアクティビティを受け取る Oracle Application Server コンポーネントでは、
タイムアウトの時間を長くする必要がある場合もあります。opmn.xmlファイル内の
Oracle Application Server コンポーネントの ping timeout 要素値を増やします。

A.1.5 opmnctl start の予想外の動作の予想外の動作の予想外の動作の予想外の動作

障害障害障害障害

OPMN を起動する opmnctl startコマンドの使用時に予想外の動作が起こる場合がありま
す。すなわち、OPMN だけが起動されたり、OPMN が Oracle Application Server の OPMN で
管理されるプロセスを起動しようとします。通常、この予想外の動作は、まず OPMN を停止し
ないで、コンピュータの電源を切ったりリブートすることに起因します。コンピュータを再起
動すると、OPMN が管理するすべてのプロセスが再起動されます。

解決策解決策解決策解決策

OPMN を停止してから、コンピュータをシャットダウンすることをお薦めします。OPMN お
よび OPMN が管理するプロセスを停止するには、opmnctl stopallコマンドを使用します。

Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、Windows サービスのコントロール・パ
ネルを使用して、OPMN と、OPMN が管理するプロセスを停止できます。

注意注意注意注意 : OPMN は、管理対象プロセスの予想ステータスの記録をディスクに
残します。OPMN の稼動中にコンピュータが停止した場合、再起動時に
OPMN は、ディスクにキャッシュされていた情報を使用して、システムの停
止時に実行されていたプロセスをすべて自動的に再起動しようとします。そ
のため、OPMN のみを起動するつもりで、OPMN が管理するプロセスを起
動する明示的なリクエストを発行していなくても、それらのプロセスも開始
される場合があります。この自動プロセス・リカバリを無効にするには、
OPMN を起動する前に、ORACLE_HOME/opmn/logs/statesディレクトリ
にあるファイルをすべて削除します。

states ディレクトリとその内容は、OPMN または OPMN が管理するプロセ
スの実行中に変更しないでください。/statesディレクトリを変更しないこ
とをお薦めします。
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A.1.6 opmn.xml ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素

障害障害障害障害

Oracle Application Server プロセスを起動できない。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server プロセスを起動できない場合は、Oracle Application Server 
opmn.xmlファイルの要素が disabledになっているかどうかをチェックしてください。
opmn.xmlファイルの要素が disabledである場合、OPMN は、"Missing"または
"Disabled"という出力メッセージを生成します。

A.1.7 OC4J を起動できないを起動できないを起動できないを起動できない

障害障害障害障害

1 台のホストに複数の Oracle Application Server をインストールしており、それらを同時に起
動しようとすると（たとえば、クラスタを起動すると）、OPMN が応答しなくなる場合があり
ます。このとき、次のようなエラー・メッセージが表示されます。

"failed to restart a managed process after the maximum retry limit"

これは、1 台のホストにある 2 つの Oracle ホームが RMI、JMS および AJP の各ポートに同じ
ポート範囲を使用する場合に起こることがあります。ある Oracle ホームの OC4J インスタンス
が、別の Oracle ホームの OC4J インスタンスと同じポートを使用しようとするためです。

Oracle Application Server 内のすべての OC4J インスタンスに対するポートの割当ては、
OPMN ごとに管理されているので、1 つの opmn.xmlファイル内でポート範囲が重なることが
あります。しかし、同じホスト上で 2 つの OPMN プロセスが同時に起動された場合、そのプロ
セス間でポートの使用に関する調整は行われません。

解決策解決策解決策解決策

ポートの使用を調整するには、Oracle ホームごとに一意のポート範囲を割り当てます。これに
より、ある Oracle ホームの OPMN プロセスと別の Oracle ホームの OPMN が、OC4J ポート
を割り当てる際に同じポート番号を使用することがなくなり、同じポートにバインドすること
もなくなります。

また、OC4J インスタンス起動の 大再試行回数を増やしておくこともお薦めします。2 つの
Oracle ホームで同一のポート範囲を割り当てている場合に、OPMN によるプロセス再起動の試
行回数を増やしておくと、OPMN が空きポートを検出できる可能性が高まります。ただし、
opmn.xml ファイルで指定したポート接続試行回数で OPMN が空きポートを見つけられないこ
ともあるため、この方法で問題が完全に解決されるわけではありません。

A.1.8 コンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できない

障害障害障害障害

opmnctl stopコマンドまたは opmnctl stopallコマンドを使用して、Oracle Application 
Server のコンポーネントまたは OPMN が管理するプロセスを停止できない場合、そのコン
ポーネントまたはプロセスは、OPMN を使用して起動されたものではないことが考えられま
す。そのコンポーネントまたはプロセスは、起動スクリプトまたはユーティリティを使用して
起動された可能性があります。 

注意注意注意注意 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
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障害と解決策
解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server のコンポーネントと OPMN が管理するプロセスは、起動や停止を絶
対に手動で行わないでください。Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止
する場合は、前バージョンの Oracle Application Server のコマンドライン・スクリプトまたは
ユーティリティを使用しないでください。 

Oracle Application Server コンポーネントおよび OPMN が管理するプロセスを起動および停止
するには、Application Server Control コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリ
ティを使用します。

A.1.9 globalInitNLS エラーエラーエラーエラー

障害障害障害障害

opmnctlコマンドを実行すると、globalInitNLSエラーが発生する場合があります。次のエ
ラー・メッセージが表示されます。

"globalInitNLS: NLS boot file not found or invalid -- default linked-in boot block used 
XML parser init: error 201."

解決策解決策解決策解決策

このエラーは、ORA_NLS33環境変数が設定されている場合に発生します。この環境変数は設定
しないでください。

A.1.10 クラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動する

障害障害障害障害

Application Server Control コンソールを使用してリモート・ホストのクラスタを起動すると、
不明なステータスが返される場合があります。これは、ONS がローカル・ホストの IP アドレ
スにバインドされており、リモート・ホストから接続できないために発生します。

解決策解決策解決策解決策

クラスタのメンバーごとに起動して、リモート・ホストのステータスを有効に監視および取得
することをお薦めします。また、ONS がローカル・ホストの IP アドレスにバインドされてい
ないことを確認してください。

A.1.11 OPMN の起動時にの起動時にの起動時にの起動時に CPU 使用率が増加する使用率が増加する使用率が増加する使用率が増加する

障害障害障害障害

一部のコンピュータでは、OPMN の起動時に CPU 使用率が大幅に上昇します。コンピュータ
の CPU 使用率は約 50 ～ 60% になります。影響を受けたコンピュータでは、OPMN が停止さ
れるまで CPU 使用率は上昇し続けます。

解決策解決策解決策解決策

CPU 使用率が過度に上昇する原因として、次のことが考えられます。

� インストール環境における日本語などのマルチバイト・キャラクタ・セットの使用

� opmn.xmlファイル内の ONS サーバーのマルチキャスト・アドレスの構成がすべて不正 

ONS はこのアドレスを使用して、クラスタ内の他のすべてのインスタンスを検出します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「OPMN の使用」 
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A.1.12 OPMN 起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される

障害障害障害障害

opmnctl startまたは opmnctl startallコマンドを使用して OPMN を起動しようとす
ると、次のエラー・メッセージが表示されます。

pingwait exits with 1220384

または

pingwait exits with 1220396

これらのエラー・メッセージは、ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlに修正が必要な構文
エラーがあると生成されます。

解決策解決策解決策解決策

これらのエラー・メッセージが表示された場合は、次の操作を行います。

� opmn.xmlファイルへの完全なディレクトリ・パスを使用して、次のコマンドを実行しま
す。

prompt > opmnctl validate opmn.xml

� opmn.xmlファイルから、空のタグをすべて削除します。

A.1.13 マルチキャスト・アドレス構成を使用してトポロジを構築する場合にマルチキャスト・アドレス構成を使用してトポロジを構築する場合にマルチキャスト・アドレス構成を使用してトポロジを構築する場合にマルチキャスト・アドレス構成を使用してトポロジを構築する場合に
ファイアウォールを無効または再構成するファイアウォールを無効または再構成するファイアウォールを無効または再構成するファイアウォールを無効または再構成する

障害障害障害障害

すべての ONS サーバーにマルチキャスト・アドレスを構成してトポロジを構築し、Oracle 
Application Server インスタンスのネットワークを設定する際、インスタンスの一部が OPMN
で認識されません。

解決策解決策解決策解決策

opmn.xmlファイル内のすべての ONS サーバーにマルチキャスト・アドレスを構成して、複
数の Oracle Application Server インスタンスをネットワーク化してトポロジを構築する場合、
他の Oracle Application Server インスタンスとネットワークを構成し始める前に、ファイア
ウォールを無効にするか再構成する必要があります。

ファイアウォールを無効にするか再構成しないと、ネットワークを設定するためのマルチキャ
スト情報が伝達されず、トポロジが正しく構築されません。すべての OPMN ポートは、通知を
受信できる必要があります。

A.1.14 opmn.log ファイルのサイズが増加するファイルのサイズが増加するファイルのサイズが増加するファイルのサイズが増加する

障害障害障害障害

以前の Oracle Database または Oracle Application Server がインストールされているコンピュー
タに Oracle Application Server をインストールすると、ORACLE_
HOME/opmn/logs/opmn.logファイルのサイズが 4,100,000KB 以上に増加します。これは、
ロギングが継続して行われるためです。このファイルに次のエラー・メッセージが記録される
場合があります。

"[ons-connect] Local connection 127.0.0.1,6100 invalid form factor " 
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OPMN の問題の診断
解決策解決策解決策解決策

opmn.xmlファイルのリクエスト・ポートを、6100 より大きい値に変更します。たとえば、次
のように指定します。

<port local ="6202" remote="6302" request="6105"/>

このエラーが発生する も多い原因は、同じコンピュータ上にインストールされている以前の
Oracle Database または Oracle Application Server との競合です。これは、既存または以前の
Oracle Database および Oracle Application Server インストールの oraInventoryディレクト
リにあるエントリの問題により発生します。

A.2 OPMN の問題の診断の問題の診断の問題の診断の問題の診断
OPMN の使用に際して発生する可能性のある問題のトラブルシューティングには、いくつかの
方法があります。

� 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

� 第 A.2.2 項「opmnctl debug」

� 第 A.2.3 項「Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール」

� 第 A.2.4 項「イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング」

� 第 A.2.5 項「opmn.xml 環境変数」

A.2.1 OPMN ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
OPMN ログ・ファイルにより、OPMN および OPMN によって管理されるプロセスの実行と使
用に際して発生する可能性のある問題のトラブルシューティングを行うことができます。
OPMN および OPMN によって管理されるプロセスは、処理時にログ・ファイルを生成します。
生成される次のログ・ファイルを確認して、OPMN コマンドが正常に実行されたかどうかを検
証できます。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.out: OPMN の標準出力（stdout）および標準エ
ラー（stderr）が記録されます。OPMN のコンソール・ログと呼ばれることもあります。
OPMN の初期化のある時点を経過すると、このファイルには何も書き込まれなくなりま
す。このファイルにはメッセージはわずかしか記述されません。そのため、ログ・ファイ
ル・ディレクトリを検索しても、このファイルが見つからない場合があります。

� プロセス管理ログ・ファイル（ORACLE_HOME/opmn/logs/）: OPMN が管理するプロセ
スの標準出力および標準エラーが記録されます。OPMN は、各コンポーネントのログ・
ファイルを作成し、Oracle Application Server コンポーネントの一意の組合せに 1 つの番
号を割り当てます。たとえば、OC4J の標準出力ログは、OC4J~home~default_group~1
のようになります。1 つのプロセスが終了し、新しいプロセスに代わると、前のプロセス
のコンソール・ログ出力が保存され、そのコンソール・ログ・ファイルの 後に、新しい
プロセスが追加されていきます。プロセス固有のコンソール・ログは、コンポーネントの
起動と停止に関する問題を検証する際、 初に確認すべき 良のリソースです。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.log: コマンドの実行および操作の進行状況をトラッキ
ングします。OPMN サーバーの動作の監視に役立つメッセージも記録されます。
opmn.logファイルには、OPMN の子プロセスの終了ステータスが出力されます。ステー
タス・コードが 4 の場合は、OPMN が正常に再ロードされたことを示します。それ以外の
ステータス・コードはすべて、OPMN の子プロセスが異常終了したことを示します。
opmn.logファイルは、opmn.xmlファイルの <log>属性を使用して構成されます。詳細
は、第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してください。
A-8　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



� ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.dbg: ONS および PM の OPMN デバッグ・ログ・メッ
セージ（英語のみ）が記録されます。opmn.dbgファイルにあるエラー・コードとエ
ラー・メッセージを確認します。OPMN の PM 部分は、エラー・メッセージを生成して、
このファイルに出力します。opmn.dbgファイルは、コマンドの実行および操作の進行状
況をトラッキングします。opmn.dbgに記録されるログの詳細のレベルは、opmn.xml
ファイルの <debug>要素を構成することによって変更できます。

デバッグ・レベルの例は、第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してください。

OPMN の ONS 部分または OPMN の初期エラーをデバッグするには、opmn.dbgファイ
ルを使用します。OPMN の ONS 部分は、PM の前に初期化されます。したがって、
OPMN の初期化の早い段階で発生したエラーが opmn.dbgファイルに表示されます。

opmn.dbgファイルの使用を有効にする場合は、事前に Oracle サポート・サービスに問い
合せてください。Oracle サポート・サービスでは、opmn.dbgファイルをデバッグや
OPMN の問題診断に使用しています。通常、opmn.dbgファイルに含まれるメッセージ
は、ユーザーが容易に理解できる内容ではありません。

A.2.1.1 opmn.log およびおよびおよびおよび opmn.dbg ファイルのローテーションファイルのローテーションファイルのローテーションファイルのローテーション
OPMN では、ファイルのサイズ、時間、またはその両方のパラメータを opmn.logおよび
opmn.dbgファイルのローテーションの条件に指定して、ファイルをローテーションすること
ができます。ローテーションを行うには、opmn.xmlファイルの <log>および <debug>タグ
の rotation-size属性と rotation-hour属性を構成します。ログ・ファイルが指定したサ
イズに達するか、指定した日時に達するか、あるいはその両方のパラメータに達したとき、
OPMN ロギング・メカニズムによってファイルが閉じられ、一意のタイプスタンプの接尾辞が
そのファイルの名前に付加された後、新しい opmn.logまたは opmn.dbgファイルが作成され
ます。

OPMN コンソール・ログ・ファイル（opmn.out）はローテーションされません。このファイ
ルのサイズは通常、非常に小さいです。OPMN が初期化のある時点を経過すると、コンソール
出力ファイルに出力がされなくなるので、このファイルには比較的少数のメッセージしか記録
されません。

A.2.1.2 プロセス・コンソール・ログ・ファイルのローテーションプロセス・コンソール・ログ・ファイルのローテーションプロセス・コンソール・ログ・ファイルのローテーションプロセス・コンソール・ログ・ファイルのローテーション
プロセスの起動時、OPMN は既存のコンソール・ログ・ファイルを管理対象プロセスに割り当
てる前に、そのファイルのサイズを、構成されている制限値（<log>タグの rotation-size
属性）と照合します。ファイル・サイズが制限値を超えている場合、OPMN は既存のファイル
名にタイムスタンプを付加して変更し、管理対象プロセスに新しいファイルを作成します。
rotation-size属性が構成されていない場合、OPMN は、プロセス・コンソール・ログ・
ファイルのローテーションを行うことができません。

A.2.2 opmnctl debug
Oracle Application Server プロセスのステータスおよびペンディングされているアクションが
あるかどうかを検証するには、opmnctl debugコマンドを使用します。お住まいの地域のオ
ラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せる際、このコマンドによって生成される出
力は、OPMN の問題の診断に役立ちます。

opmnctl debugコマンドの構文は、次のとおりです。

opmnctl [<scope>] debug [comp=pm|ons] [interval=<secs> count=<num>]

@scopeは、リクエストのオプションの有効範囲です。

出力は、opmnctl debugコマンドの実行後に生成されます。Oracle サポート・サービスに問
い合せる際、生成された出力を問題の診断に役立てることをお薦めします。

このコマンドの属性（<attr>）名は、comp、interval、countのいずれかです。comp の
値は、onsと pmのいずれかで、それぞれ ONS と PM を表します。compが指定されていない
場合、onsと pmの両方のデバッグ情報がレポートされます。たとえば、次のコマンドでは、
ONS のデバッグ情報が出力されます。

prompt > opmnctl debug comp=ons
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OPMN の問題の診断
OPMN に送信されるリクエストの間隔（秒単位）と数を指定して、デバッグ・プロセスを支援
できます。<interval> および <count> の値は、常に両方とも指定する必要があります。それら
の値は 1 以上の整数にしてください。たとえば、次のコマンドでは、5 秒間隔で 3 回デバッグ
情報が出力されます。

prompt > opmnctl debug comp=pm interval=5 count=3

お住まいの地域の Oracle サポート・サービスに問い合せる際、opmnctl debugコマンドを使
用して、OPMN の問題の診断にお役立てください。

A.2.3 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソール
Application Server Control コンソールは、ネットワークおよび企業内の Oracle Application 
Server コンポーネントの診断を可能にするグラフィカル・インタフェースを提供します。
Application Server Control コンソールには、ログ・ページが用意されています。ログ・ページ
では、1 つの場所にすべての Oracle Application Server ログ・ファイルを表示し、複数のログ・
ファイルにわたって問題をトレースすることを可能にします。Application Server Control コン
ソールは、OPMN と通信を行う API を使用します。

Application Server Control コンソールを使用して、Oracle Application Server コンポーネント
の有効または無効を設定できます。コンポーネントを無効にすると、Oracle Application Server
インスタンスの起動時にそれらのコンポーネントは起動しません。

A.2.4 イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング
Oracle Application Server プロセスのイベント・アクティビティを記録する、ユーザー独自の
イベント・スクリプトを作成できます。Oracle Application Server プロセスの起動または停止
の前のイベントや、予定外のシステム・クラッシュを記録するスクリプトを作成できます。 

第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」の <event-scripts> 要素の説明を参照してください。

例 A-1 は、起動前のイベント・スクリプトを示しています。

例例例例 A-1 起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト

#!/bin/sh
echo
echo =---===----======---=-----=-----=------======----===---=
echo =---===----===== PRE-START EVENT SCRIPT =====----===---=
echo =---===----======---=-----=-----=------======----===---=

timeStamp="N/A"
instanceName="N/A"
componentId="N/A"
processType="N/A"
processSet="N/A"
processIndex="N/A"
stderrPath="N/A" # not available w/pre-start unless part of restart
stdoutPath="N/A" # not available w/pre-start unless part of restart
reason="N/A"
pid="N/A" # only available with pre-stop, post-crash
startTime="N/A" # only available with pre-stop, post-crash

while [ $# -gt 0 ]; do
case $1 in

-timeStamp) timeStamp=$2; shift;;
-instanceName) instanceName=$2; shift;;
-componentId) componentId=$2; shift;;
-processType) processType=$2; shift;;
-processSet) processSet=$2; shift;;
-processIndex) processIndex=$2; shift;;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
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-stderr) stderrPath=$2; shift;;
-stdout) stdoutPath=$2; shift;;
-reason) reason=$2; shift;;
-pid) pid=$2; shift;;
-startTime) startTime=$2; shift;;
*) echo "Option Not Recognized: [$1]"; shift;;
esac
shift

done

echo timeStamp=$timeStamp
echo instanceName=$instanceName
echo componentId=$componentId
echo processType=$processType
echo processSet=$processSet
echo processIndex=$processIndex
echo stderr=$stderrPath
echo stdout=$stdoutPath
echo reason=$reason
echo pid=$pid
echo startTime=$startTime

A.2.5 opmn.xml 環境変数環境変数環境変数環境変数
OPMN サーバーの起動に使用される環境変数は、OPMN サーバーによって起動される Oracle 
Application Server プロセスに継承されません。OPMN は、環境変数を ias-instanceレベ
ルで設定します。その値は、ias-instance構成または OPMN ランタイム環境のいずれかか
ら抽出されます。

A.3 その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報
他の解決策の詳細は、Oracle MetaLink（http://metalink.oracle.com）を参照してくださ
い。障害に対する解決策が見つからない場合は、サービス・リクエストを記録します。

注意注意注意注意 : 起動前のイベント・スクリプトのサンプル、例 A-1 は、Microsoft 
Windows オペレーティング・システムでは機能しません。ただし、.bat接
尾辞の使用により、同様の機能を持つスクリプトを作成できます。

必要な構成情報を opmn.xmlファイルに追加するときには、.batファイル
へのフルパスを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 6 章「opmn.xml の一般的な構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle Application Server のリリース・ノート（次の Oracle Technology 
Network の Web サイトで入手できます）

http://www.oracle.com/technology/documentation/
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