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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

� このマニュアルの構成

� 関連ドキュメント

� 表記規則
vii



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。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章および付録から構成されています。

第第第第 1 章「章「章「章「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 （9.0.4）で使用可能な OPMN の新しい機能につ
いて説明します。

第第第第 2 章「章「章「章「OPMN: 概要概要概要概要」」」」

この章では、OPMN の概要について説明します。

第第第第 3 章「章「章「章「OPMN の使用の使用の使用の使用」」」」

この章では、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。

第第第第 4 章「章「章「章「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.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。

第第第第 5 章「章「章「章「Oracle HTTP Server の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの Oracle HTTP Server の構成について説明します。

第第第第 6 章「章「章「章「OC4J の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OC4J の構成について説明します。

第第第第 7 章「章「章「章「Oracle Application Server Web Cache の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OracleAS Web Cache の構成について説明します。

第第第第 8 章「章「章「章「Oracle Internet Directory の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの Oracle Internet Directory の構成について説明します。

第第第第 9 章「章「章「章「Oracle Application Server Port Tunnel の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Port Tunnel の構成について
説明します。
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第第第第 10 章「章「章「章「Oracle Application Server Wireless の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OracleAS Wireless の構成について説明します。

第第第第 11 章「章「章「章「Oracle Application Server ProcessConnect の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OracleAS ProcessConnect の構成について説明します。

第第第第 12 章「章「章「章「Oracle Application Server Reports Services の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OracleAS Reports Services の構成について説明します。

第第第第 13 章「章「章「章「Oracle Application Server Discoverer の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの OracleAS Discoverer の構成について説明します。

第第第第 14 章「章「章「章「Log Loader の構成の構成の構成の構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの Log Loader の構成について説明します。

第第第第 15 章「章「章「章「DCM デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成」」」」

この章では、opmn.xmlファイルの DCM デーモン構成について説明します。

第第第第 16 章「章「章「章「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.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。

第第第第 17 章「章「章「章「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」」」」

この章では、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。

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
リリース・ノート、インストール関連ドキュメント、ホワイト・ペーパーまたはその他の関
連ドキュメントは、OTN-J（Oracle Technology Network Japan）から、無償でダウンロード
できます。OTN-J を使用するには、オンラインでの登録が必要です。登録は、次の Web サ
イトから無償で行えます。

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

すでに OTN-J のユーザー名およびパスワードを取得している場合は、次の URL で OTN-J 
Web サイトのドキュメントのセクションに直接接続できます。

http://otn.oracle.co.jp/document/
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表記規則表記規則表記規則表記規則
この項では、このマニュアルの本文およびコード例で使用される表記規則について説明しま
す。この項の内容は次のとおりです。

� 本文の表記規則

� コード例の表記規則

� Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則

本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則
本文では、特定の項目が一目でわかるように、次の表記規則を使用します。次の表に、その
規則と使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

太字太字太字太字 太字は、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。

この句を指定すると、索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表が作成されます。

固定幅フォントの
大文字

固定幅フォントの大文字は、システム指定
の要素を示します。このような要素には、
パラメータ、権限、データ型、Recovery 
Manager キーワード、SQL キーワード、

SQL*Plus またはユーティリティ・コマン

ド、パッケージおよびメソッドがありま
す。また、システム指定の列名、データ
ベース・オブジェクト、データベース構
造、ユーザー名およびロールも含まれま
す。

NUMBER列に対してのみ、この句を指定できます。

BACKUPコマンドを使用して、データベースの

バックアップを作成できます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

内の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

固定幅フォントの小文字は、実行可能ファ
イル、ファイル名、ディレクトリ名および
ユーザーが指定する要素のサンプルを示し
ます。このような要素には、コンピュータ
名およびデータベース名、ネット・サービ
ス名および接続識別子があります。また、
ユーザーが指定するデータベース・オブ
ジェクトとデータベース構造、列名、パッ
ケージとクラス、ユーザー名とロール、プ
ログラム・ユニットおよびパラメータ値も
含まれます。

sqlplusと入力して、SQL*Plus をオープンしま

す。

パスワードは、orapwdファイルで指定します。

/disk1/oracle/dbsディレクトリ内のデータ・

ファイルおよび制御ファイルのバックアップを作
成します。

hr.departments表には、department_id、
department_nameおよび location_id列があ

ります。

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータを

trueに設定します。

oeユーザーとして接続します。
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コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則
コード例は、SQL、PL/SQL、SQL*Plus または他のコマンドライン文の例です。次のように
固定幅フォントで表示され、通常のテキストと区別されます。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例で使用される表記規則とその使用例を示します。

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

JRepUtilクラスが次のメソッドを実装します。

固定幅フォントの
小文字のイタリック

固定幅フォントの小文字のイタリックは、
プレースホルダまたは変数を示します。

parallel_clauseを指定できます。

Uold_release.SQLを実行します。ここで、

old_releaseとはアップグレード前にインス

トールしたリリースを示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

[ ] 大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択
することを表します。大カッコは、入力し
ないでください。

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコは、カッコ内の項目のうち、1 つが

必須であることを表します。中カッコは、
入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の複数
の選択項目の区切りに使用します。項目の
うちの 1 つを入力します。縦線は、入力し

ないでください。

{ENABLE | DISABLE}

[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のいずれかを示しま
す。

� 例に直接関連しないコードの一部が省
略されている。

� コードの一部を繰り返すことができる。

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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垂直の省略記号は、例に直接関連しない複
数の行が省略されていることを示します。

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;

NAME

------------------------------------

/fsl/dbs/tbs_01.dbf

/fs1/dbs/tbs_02.dbf

.

.

.

/fsl/dbs/tbs_09.dbf

9 rows selected.

その他の記号 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号
以外の記号は、記載されているとおりに入
力する必要があります。

acctbal NUMBER(11,2);

acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

イタリック体 イタリック体は、特定の値を指定する必要
があるプレースホルダや変数を示します。

CONNECT SYSTEM/system_password

DB_NAME = database_name

大文字 大文字は、システム指定の要素を示します。
これらの要素は、ユーザー定義の要素と区
別するために大文字で示されます。大カッ
コ内にないかぎり、表示されているとおり
の順序および綴りで入力します。ただし、
大 / 小文字が区別されないため、小文字で

も入力できます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

SELECT * FROM USER_TABLES;

DROP TABLE hr.employees;

小文字 小文字は、ユーザー指定のプログラム要素
を示します。たとえば、表名、列名または
ファイル名などです。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

sqlplus hr/hr

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY 
ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
xii



Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則
次の表に、Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則とその使用例
を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

ファイル名および
ディレクトリ名

ファイル名およびディレクトリ名は大 / 小

文字が区別されません。特殊文字の左山
カッコ（<）、右山カッコ（>）、コロン（:）、
二重引用符（"）、スラッシュ（/）、縦線

（|）およびハイフン（-）は使用できませ

ん。円記号（¥）は、引用符で囲まれている

場合でも、要素のセパレータとして処理さ
れます。Windows では、ファイル名が ¥¥ で

始まる場合、汎用命名規則が使用されてい
ると解釈されます。

c:¥winnt"¥"system32は

C:¥WINNT¥SYSTEM32と同じです。

Windows コマン

ド・プロンプト

Windows コマンド・プロンプトには、カレ

ント・ディレクトリが表示されます。この
マニュアルでは、コマンド・プロンプトと
呼びます。コマンド・プロンプトのエス
ケープ文字はカレット（^）です。

C:¥oracle¥oradata>

特殊文字 Windows コマンド・プロンプトで二重引用

符（"）のエスケープ文字として円記号（¥）
が必要な場合があります。丸カッコおよび
一重引用符（'）にはエスケープ文字は必要

ありません。エスケープ文字および特殊文
字の詳細は、Windows オペレーティング・

システムのドキュメントを参照してくださ
い。

C:¥>exp scott/tiger TABLES=emp 
QUERY=¥"WHERE job='SALESMAN' and 
sal<1600¥"

C:¥>imp SYSTEM/password 
FROMUSER=scott TABLES=(emp, dept)

HOME_NAME Oracle ホームの名前を表します。ホーム名

には、英数字で 16 文字まで使用できます。

ホーム名に使用可能な特殊文字は、アン
ダースコアのみです。

C:¥> net start 
OracleHOME_NAMETNSListener
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ORACLE_HOME
および
ORACLE_BASE

Oracle8i より前のリリースでは、Oracle コ

ンポーネントをインストールすると、すべ
てのサブディレクトリが 上位の ORACLE_
HOMEの直下に置かれました。ORACLE_
HOMEディレクトリの名前は、デフォルトで

は次のいずれかです。

� C:¥orant（Windows NT の場合）

� C:¥orawin98（Windows 98 の場合）

このリリースは、Optimal Flexible 
Architecture（OFA）のガイドラインに準拠

しています。ORACLE_HOMEディレクトリ

下に配置されないサブディレクトリもあり
ます。 上位のディレクトリは ORACLE_
BASEと呼ばれ、デフォルトでは

C:¥oracleです。他の Oracle ソフトウェ

アがインストールされていないコンピュー
タに Oracle9i リリース 1（9.0.1）をインス

トールした場合、Oracle ホーム・ディレク

トリは、デフォルトで C:¥oracle¥ora90
に設定されます。Oracle ホーム・ディレク

トリは、
ORACLE_BASEの直下に配置されます。

このマニュアルに示すディレクトリ・パス
の例は、すべて OFA の表記規則に準拠して

います。

%ORACLE_HOME%¥rdbms¥adminディレクトリへ

移動します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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OPMN の新
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 の OPMN に追加された新しい機能について説明し
ます。OPMN を使用すると Oracle Application Server コンポーネントを管理できます。

この章の項目は次のとおりです。

� 追加された Oracle Application Server コンポーネント管理

� 新規コマンド

� 起動順序の依存関係

� イベント・スクリプト

� 便利な監視機能

� オペレーティング・システム・レベルの統計

� opmn.xml に対する変更

� DCM
機能 1-1



追加された Oracle Application Server コンポーネント管理
1.1 追加された追加された追加された追加された Oracle Application Server コンポーネント管理コンポーネント管理コンポーネント管理コンポーネント管理
10g （9.0.4）では、Oracle9i Application Server（Oracle9iAS）リリース 2（9.0.2 および
9.0.3）と比較して、さらに多くの Oracle Application Server コンポーネントを OPMN で管
理できるようになりました。

表 1-1 に、10g （9.0.4）の OPMN が管理する追加の Oracle Application Server コンポーネン
トを示します。

OPMN は、この一覧にある 10g （9.0.4）コンポーネントを明示的に管理し、その他の
Oracle Application Server コンポーネントを暗黙的に管理します。暗黙的な Oracle 
Application Server コンポーネントの構成要素は、1 つ以上のその他の Oracle Application 
Server コンポーネントの一部として管理されます。たとえば、OracleAS Portal は、OPMN
で明示的には管理されませんが、OC4J および Oracle HTTP Server を使用すると動作するた
め暗黙的に管理されます。

表表表表 1-1 Oracle Application Server コンポーネント管理コンポーネント管理コンポーネント管理コンポーネント管理  

OPMN による管理による管理による管理による管理

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 リリースリリースリリースリリース 2（（（（9.0.2
およびおよびおよびおよび 9.0.3））））

10g （（（（9.0.4））））

Oracle HTTP Server ○ ○

Oracle Application Server Containers for J2EE
（OC4J）

○ ○

Distributed Configuration Management（DCM）

デーモン（サーバー）

○

OracleAS Log Loader ○

Oracle Internet Directory ○

OracleAS Port Tunnel ○

OracleAS Web Cache ○

OracleAS Discoverer ○

OracleAS Wireless ○

OracleAS Reports Services ○

OracleAS ProcessConnect ○
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新規コマンド
OPMN は、次のコンポーネントを暗黙的に管理します。

� Oracle Business Components for Java（BC4J）

� OracleAS Forms Services

� OracleAS Single Sign-On

� Oracle HTTP Server Adapter of OracleAS InterConnect

� Oracle Distributed Authoring and Versioning（OraDAV）

� Oracle Personalization Server

� OracleAS Portal

� OracleAS SOAP

� Oracle Syndication Server

� OracleAS UDDI Registry Server

� Oracle Ultra Search

� OracleAS TopLink

1.2 新規コマンド新規コマンド新規コマンド新規コマンド
Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止する場合は、opmnctlコマンド
ライン・ツールの使用をお薦めします。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。

Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）では、コマンドラインからコンポーネントを起
動および停止する場合、dcmctlや、コンポーネント固有の様々なツール（webcachectl、
oidctlなど）を使用していました。

Oracle Application Server 10g （9.0.4）では、opmnctlがサポートされています。このコマ
ンドライン・ツールを使用すると、Oracle Application Server Metadata Repository および
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 インスタンス内のすべてのコン
ポーネントを起動および停止できます。また、 scopeと呼ばれるオプション・パラメータを
使用すれば、Application Server ファームの特定の Oracle Application Server インスタンス、
ファーム内のすべてのインスタンス、あるいはクラスタ内のすべてのインスタンスに対して
操作を実行することもできます。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。
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起動順序の依存関係
1.3 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 10g 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。

1.4 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型を選択で
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』

� 第 2 章「OPMN: 概要」

� 第 3 章「OPMN の使用」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN: 概要」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN: 概要」
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オペレーティング・システム・レベルの統計
1.5 便利な監視機能便利な監視機能便利な監視機能便利な監視機能
Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）の OPMN には、管理対象の Oracle Application 
Server コンポーネントやプロセスに関する情報を OPMN から取得する非公式のコマンドが
いくつかありました。しかし、取得した情報だけでは OPMN プロセスの詳細が不十分であ
り、これらの情報を示すための標準形式もありませんでした。

Oracle Application Server 10g （9.0.4）の OPMN では、リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）の
すべてのコマンドがより柔軟性の高い 1 つのコマンドにまとめられ、取得した情報を選択し
た標準形式で表示できるようになりました。

OPMN から取得できるプロセス・レベルの情報の例を次に示します。

� 単一のコマンドで起動される複数の Oracle Application Server インスタンスのステータ
ス情報

� CPU 使用率およびメモリー使用率に関する情報

� プロセスが使用しているポート（レポート可能な Oracle Application Server コンポーネ
ント用のポート）

� オペレーティング・システム・レベルのプロセス識別子（pid）

� プロセスが属する Oracle Application Server コンポーネント

� プロセスが実行中、停止中または初期化中かどうか

1.6 オペレーティング・システム・レベルの統計オペレーティング・システム・レベルの統計オペレーティング・システム・レベルの統計オペレーティング・システム・レベルの統計
Application Server Control コンソールは、すべての Oracle Application Server の CPU 使用
率とメモリー使用率をレポートします。

Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.03）では、Oracle Enterprise Manager 10g がオペレー
ティング・システム・レベルで実行中のコンポーネントを識別して、CPU 使用率とメモ
リー使用率の統計を取得していました。使用率の統計などを取得するための内部動作インタ
フェースは、オペレーティング・システムによって大きく異なります。また、Java 環境での
統計の取得は難しく効率的ではありませんでした。

Oracle Application Server 10g （9.0.4）では、OPMN が CPU およびメモリーの統計をト
ラッキングし、直接起動したすべての Oracle Application Server コンポーネントに関する情
報を保存します。Application Server Control コンソールは、リクエストを送信して OPMN
からこの情報を取得します。OPMN では非常に効率的な方法でオペレーティング・システ
ム・レベルのプロセス統計を取得できるため、Application Server Control コンソール・ペー
ジのロード時間を短縮できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN: 概要」
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opmn.xml に対する変更
1.7 opmn.xml に対する変更に対する変更に対する変更に対する変更
Oracle Application Server 10g （9.0.4）の opmn.xmlファイルには、Oracle9iAS リリース 2
（9.0.2 および 9.0.3）からの変更点があります。

Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）では、opmn.xmlファイルに各 Oracle 
Application Server コンポーネント固有の XML 要素名が含まれ、Oracle HTTP Server 要素
は Oracle HTTP Server の構成に、OC4J 要素は OC4J の構成に収められました。そのため、
Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）の opmn.xmlは柔軟性の低いファイルであり、
新しい Oracle9iAS コンポーネントを管理するには、XML スキーマや、新しい要素を検索す
るように構成処理コードを変更する必要がありました。

Oracle Application Server 10g （9.0.4）では、コンポーネント固有の要素名はすべて削除さ
れました。また、コンポーネント固有の管理コードがすべて Process Management（PM）モ
ジュールに移動しています。これらのモジュールは、opmn.xmlのモジュール・セクション
に指定された内容に従って、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。

1.8 DCM
DCM は、opmn.xmlの構成や、共通の Infrastructure（Oracle Application Server ファーム
のメンバー）に関連付けられている Application Server インスタンス内の構成を管理します。
これによって、Oracle Application Server のクラスタ全体でのデプロイが可能となるため、
アプリケーションをクラスタ全体にデプロイしたり、単一のホストまたはインスタンスの設
定変更をクラスタ内のすべてのインスタンスに適用したりできます。Application Server 
Control コンソールは、DCM を使用して、設定変更を作成したり、設定変更およびデプロイ
されたアプリケーションをクラスタ全体に伝播します。

コマンドラインで実行するすべてのプロセス制御には、OPMN の opmnctlコマンドを使用
する必要があります。DCM の dcmctlコマンドは、設定に関する操作やアプリケーション
のデプロイにのみ使用してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』
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OPMN
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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。

� OPMN について

� OPMN の機能

� OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネント

� OPMN 構成ファイル

� 自動再起動

� opmnctl コマンドの保存場所

� opmnctl コマンド・クイック・リファレンス

� opmnctl コマンドの詳細

� OPMN ログ・ファイル

� セキュリティ

� iHAT
: 概要 2-1



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。

ホストの電源を入れたら、すぐに OPMN サーバーを起動する必要があります。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。

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リ
ブートすると自動的に起動します。詳細は、第 2.8.1.3 項「opmnctl startall」
を参照してください。
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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 コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

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。

� Oracle Notification Server

� Oracle Process Manager

� PM モジュール

図 2-1 に、OPMN のコアのアーキテクチャを示します。
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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
はこれらのプロセスの起動、停止、再起動および障害の検出を行います。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、特定のプロセスまたはすべてのプロセスを起動するコマンドを待機します。特定の
プロセスまたはすべての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 は、リクエストの発生時または障害が突然発生した
後に再起動されたシャドウ・プロセスによって監視されます。

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。

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。

2.2.3 PM モジュールモジュールモジュールモジュール
Oracle Process Manager モジュール（PM モジュール）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 モジュールは、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 モジュールに
よって返される通知情報を渡します。

PM モジュールの機能は、次のとおりです。

� Oracle Application Server コンポーネント固有の通知情報が、実行中のコンポーネン
ト・プロセスから送信される。

� Oracle Application Server コンポーネント固有の制御情報を構成する。

� 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。
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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、OracleAS Metadata Repository と Application Server Control コンソールを除く、
すべての Oracle Application Server コンポーネントを管理します。

OPMN を構成して、OracleAS Port Tunnel やカスタム・プロセスなど、その他のコンポーネ
ントを管理することもできます。

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

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。

2.4 OPMN 構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル
OPMN は、起動時または再ロード時に次の構成ファイルを読み取ります。

� ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml

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、
ONS、PM および Oracle Application Server コンポーネント固有の構成に関する情報が
含まれています。opmn.xmlファイルには、OPMN が管理するシステム上の Oracle 
Application Server コンポーネントが示されます。

opmn.xmlファイルには、Oracle Application Server コンポーネントのエントリが次の
階層構造で含まれています。

<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。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 9 章「Oracle Application Server Port Tunnel の構成」

� 第 16 章「カスタム・プロセスの構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』
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<process-type>: <ias-component>エントリのサブコンポーネントで、特定の PM
モジュール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。

次の例 2-1 に、opmn.xml ファイル内の <ias-component>、<process-type>、
<process-set>エントリの例を示します。

例例例例 2-1 opmn.xml ファイルファイルファイルファイル

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

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

opmn.xmlは、Application Server Control コンソールを使用して編集できます。Oracle 
Application Server インスタンス・ホームページの下部にある「プロセス管理」リンク
をクリックしてください。opmn.xmlファイルを編集した後に OPMN サーバーを停止
しないでください。編集後、更新された opmn.xmlファイルを Application Server 
Control コンソールが自動的に再ロードします。

opmn.xmlファイルを手動で編集する場合は、コマンドラインで dcmctl 
updateConfigコマンドを実行してください。更新ファイルが再ロードされ、手動に
よる変更内容で構成リポジトリが更新されます。

� ORACLE_HOME/opmn/conf/ons.conf

OPMN は、ons.confファイルを使用してファーム内の異なるすべての Oracle 
Application Server インスタンスを検出します。ons.confファイルは、DCM が自動的
に生成して管理します。ons.confファイルを編集しないでください。編集内容は
DCM により上書きされます。

� ORACLE_HOME/dcm/config/dcm.conf

dcm.confファイルは、ローカルの Oracle Application Server インストールのインスタ
ンス名およびクラスタ名を指定します。dcm.confファイルは、DCM が自動的に生成
して管理します。dcm.confファイルは手動で編集しないでください。
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2.5 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。

2.6 opmnctl コマンドの保存場所コマンドの保存場所コマンドの保存場所コマンドの保存場所
opmnctlは、OPMN のコマンドライン・ユーティリティです。opmnctlコマンドは、次の
ディレクトリに保存されています。

（UNIX）ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl

（Windows）ORACLE_HOME¥opmn¥bin¥opmnctl

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「opmn.xml の一般的な構成」

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 コンソールの
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。
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2.6.1 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 2-1 に、opmnctlの構文の説明を示します。

2.7 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 2-2 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 2-2 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

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

表表表表 2-1 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 2.8.3.1 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 2-2 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 2.8.3.4 項「オプ

ション」を参照してください。
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2.8 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 2-2 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。

� サーバー制御コマンド

� プロセス制御コマンド

� コマンド定義

� ステータス・コマンド

� ヘルプ・コマンド

2.8.1 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。

� opmnctl start

� opmnctl startall

� opmnctl stopall および opmnctl shutdown

� 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、第 17 章「OPMN
トラブルシューティング」を参照してください。

2.8.1.1 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
ピュータをリブート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。
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2.8.1.2 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。

Microsoft Windows では、コンピュータを起動またはリブートすると、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が開始されます。

2.8.1.3 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。

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
動またはリブートすると自動的に起動します。

2.8.1.4 opmnctl stopall およびおよびおよびおよび opmnctl shutdown
構文は次のとおりです。opmnctl stopall, 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 をシャットダウンする場合は、これらのいずれかの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。

opmnctl stopallおよび opmnctl shutdown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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 3 章「OPMN の使用」
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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。

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。

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

2.8.1.5 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

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」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 2.8.3 項「コマンド定義」
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2.8.2 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。

� opmnctl startproc、opmnctl restartproc および opmnctl stopproc

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、第 17 章「OPMN
トラブルシューティング」を参照してください。

2.8.2.1 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。

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 が管理するすべてのプロセスに適用されます。 

� 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。
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� 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。

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 2.8.3 項「コマンド定義」

� 第 3 章「OPMN の使用」
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2.8.3 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。

� 有効範囲

� 属性

� Verbose

� オプション

2.8.3.1 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]

@farm

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、クラスタおよびファームを指定できます。

� @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。

� @farm:Oracle Application Server ファーム内のすべての Oracle Application Server イン
スタンスにコマンド問合せを適用します。
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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

2.8.3.2 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。属性を指定しない場合は、OPMN が管理するすべてのプロセスが起動、
停止、または再起動します。

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

その他の opmnctlコマンドの例は、第 3 章「OPMN の使用」を参照してください。

表 2-2 に、OPMN でこのコマンドに使用できる属性名および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 3 章「OPMN の使用」

表表表表 2-2 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-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。

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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 3 章「OPMN の使用」
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2.8.3.3 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 2-3 に示す出力を表示します。

> opmnctl verbose startproc ias-component=HTTP_Server

例例例例 2-3 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>
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2.8.3.4 オプションオプションオプションオプション
<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）値を取得する場合は、このオプションを使用します。 

たとえば、次のコマンドは例 2-4 に示す出力を表示します。

prompt > opmnctl status -l

例例例例 2-4 opmnctl status -l の出力の出力の出力の出力

ias-component|process-type|pid |status |uid |memused|uptime | ports
-------------------+--------------------+-------+----------+------------+------------------------
-OC4J | home | 5611 | Alive |632225812|105008 |17:55:58 |jms:3701,rmi:3201,ajp:3000

注意 : 単一プロセスの起動には使用できません。停止および再起動にのみ使用できます。

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 2-3 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。
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表表表表 2-3 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: OS 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
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たとえば、次のコマンドは例 2-5 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 2-5 opmnctl status -noheaders の出力の出力の出力の出力

OC4J@home@N/A@Down
dcm-daemon@dcm-daemon@13875@Alive
LogLoader@logloaderd@9800@Alive
HTTP_Server@HTTP_Server@13926@Alive

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

2.8.4 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。

� opmnctl status

� opmnctl ping

2.8.4.1 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2.8.3 項「コマンド定義」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 2.8.3.1 項「有効範囲」

� 第 2.8.3.4 項「オプション」
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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 2-6 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 2-6 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
--------------------------------------------------------------
WebCache | WebCacheAdmin | 29121 | Alive
WebCache | WebCache | 29120 | Alive
OC4J | OC4J_Demos | N/A | Down
OC4J | home | 29268 | Init
dcm-daemon | dcm-daemon | 29113 | Alive
LogLoader | logloader | N/A | Down
HTTP_Server | HTTP_Server | 29099 | Alive

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、ファーム全体のすべての 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。

opmnctl @farm status

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2.8.3.1 項「有効範囲」
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2.8.4.2 opmnctl ping
構文は次のとおりです。opmnctl ping [<max_retry>]

opmnctl pingコマンドを実行すると、ローカルの OPMN 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。

2.8.5 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。

� opmnctl help

� opmnctl usage

� opmnctl validate

2.8.5.1 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 2-7 に、opmnctl helpコマンドの出力を示します。

例例例例 2-7 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
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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

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

2.8.5.2 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 

� stopproc

� restartproc 

� reload 

� shutdown

� ping

� status 

� help 
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たとえば、次のコマンドは例 2-8 に示す出力を表示します。

prompt > opmnctl usage stopall

例例例例 2-8 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
reboot 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.

2.8.5.3 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。opmn.xmlファイルの検証が正常に終了した場合
は、出力が生成されません。
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2.9 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。

2.10 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。 

� また、OC4J も OPMN の .formfactor ファイルを使用して同様のリクエスト検証を行
います。

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 3 つの一般的なユーザー・エラーがあ
ります。

1. 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 17.1.1 項「OPMN ログ・ファイル」

� 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』
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2. 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。

3. 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。

2.10.1 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、同じファーム内の他の 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。

2.11 iHAT
Oracle Application Server Hi-Av Tool（iHAT）は、企業のリアルタイムのグラフィカル・イ
ンタフェース表示を提供します。iHAT は、各プロセスのパフォーマンス・メトリックなど、
1 つ以上の OPMN サーバーが管理するすべての Oracle Application Server プロセスを表示
します。システムのスナップショットは、設定された時間隔によって継続的に更新されま
す。

iHAT は、Oracle Application Server コンポーネントを持つ Oracle Application Server イン
スタンスを表示します。また、各 Oracle Application Server コンポーネントの
ias-component、process-setおよび process-typeレベルを表示します。
process-typeの子プロセス表示には、ステータス、process-type、プロセス ID
（pid）、メモリー使用量、稼動時間および CPU 使用量が表示されます。

図 2-2 に、2 つの Oracle Application Server インスタンスを持つ企業の iHAT の表示例を示
します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 10g セキュリティ・ガイド』
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iHAT は、次の OTN-J（Oracle Technology Network Japan）の Web サイトからダウンロー
ドできます。

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

図図図図 2-2 iHAT の表示例の表示例の表示例の表示例
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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。

� OPMN の起動

� 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

� 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

� 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

� 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

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

� Oracle Application Server ファームのコンポーネントの起動
使用 3-1
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3.1 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

3.2 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
停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc

3.3 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と、
OPMN を起動する場合は、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と、
OPMN を停止する場合は、次のコマンドを実行します。

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

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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3.4 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 を停止する
場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=OID

3.5 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を起動する場合は、次のコマンドを実行します。

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

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

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

3.6 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、3 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
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このコマンドを実行すると、<scope>引数で指定した、3 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。

3.7 Oracle Application Server ファームのコンポーネントの起動ファームのコンポーネントの起動ファームのコンポーネントの起動ファーム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
ントを起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @farm 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
ントを停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @farm 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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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。

� opmn.xml の要素および属性の例

� opmn.xml の要素および属性について
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4.1 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 4-1 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 4-1 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>
<notification-server>

<ipaddrlocal="ip" remote="ip" request="ip"/>
<port local="port" remote="port" request="port"/>
<log-file path="path" level="level" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>
<ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password"/>

</notification-server>
<process-manager insecure-remote-requests="boolean">

<log-file path="path" level="level" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>
<process-modules>

<module path="path" tag="tag-id" status="state" cron="interval">
  <module-data>
<category id="id">
<data id="id" value="value" process-conversion="boolean"/>
</category>
  </module-data>
<module-idid="module-id"/>
</module>

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

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

</environment>
<!-- module-data  -->
<ias-component id="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。
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。

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。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>
<database db-connect-info="connect" infrastructure-key="key"
timeout="depend-timeout"cache-timeout="cache-timeout"/>
<OID address="address" timeout="depend-timeout" cache-timeout="cache-timeout">

<ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password">
</OID>
<OSSO host="hostname" port="port" URI="uri" timeout="depend-timeout"
cache-timeout="cache -timeout"/>

 <ssl enabled="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>
<process-type id="process-type-id" module-id="module-id" status="state"
working-dir="path">

<!--process-set-->
<!-- module-data -->
<!-- dependencies -->
<event-scripts>

<pre-startpath="path">
<pre-stop path="path">
<post-crash path="path">

</event-scripts>
<start timeout="timeout" retry="num"/>
<stop timeout="timeout"/>
<restart timeout="timeout" retry="num"/>
<ping timeout="timeout" retry="num" interval="interval"/>
<port id="id" range="range"/>
<process-set id="process-set-id" restart-on-death="boolean" numprocs="num" 
status="state" working-dir="path">

<!-- process-set -->
<!-- module-data -->
<!-- dependencies-->
<!-- event script -->
<!-- start -->
<!-- stop -->
<!-- restart -->
<!-- ping -->
<!-- port -->

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

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

</process-manager>
</opmn>
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4.2 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.xmlの 上位の要素です。

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

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。

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

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。

local="ip またはまたはまたはまたは hostname"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ONS が自身のローカル・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

ONS が自身のローカル・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。
ローカルの OPMN リクエストは、すべてローカル・ポートを介してルーティングされます。
ローカルのアプリケーションは、すべてローカル・ポートを介して ONS に接続し、通知の
送受信を行います。

remote="ip またはまたはまたはまたは hostname"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
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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

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 にリモート・リクエストをルーティングします。

request="ip またはまたはまたはまたは hostname"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
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

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、一部の OC4J 構成や監視ツールからの Oracle Dynamic Monitoring Service

（DMS）のダンプ・リクエスト（および Oracle9iAS リリース 2（9.0.2/9.0.3）の以前のグ
ローバル・ダンプ）にのみ使用されます。ダンプ・リクエストのみ、このポートで処理され
ます。

たとえば、次のように入力します。

<ipaddr local="ip" remote="ip" request="ip"/>

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

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 port情報を構成します。

local="port"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

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
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ONS のリモート・ポートの値を指定します。

request="port"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

ONS のリクエスト・ポートの値を指定します。

<log-file>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : path、level、rotation-size、rotation-hour

ONS 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 : なし
有効値 : ONS のログ・ファイルのファイル名のパス

path属性は値文字列です。パスに指定した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、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を使用することもできます。

ORACLE_HOMEは、Oracle ソフトウェアがインストールされているルート・ディレクトリで
す。

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。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。

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。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。

level="level"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 9 までの整数
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opmn.xml の要素および属性について
この値は ONS のロギング・レベルを示します。

0 ロギングなし

1 致命的エラー

2 エラー

3 警告

4 イベント

5 リスナーおよびリソース管理、opmn.xml の解析情報

6 接続管理、内部通知ルーティングおよびワーカー・スレッド管理

7 通知の解析および処理、サブスクリプションの追加および削除、高レベルの送信キューの
チェック

8 受信した通知の内容、送信キューの処理の詳細、サブスクリプションの処理の詳細

9 送信した通知の内容およびサブスクリプションの処理の詳細 

rotation-size="kBytes"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

ログ・ファイルの 大サイズをキロバイト単位で指定します。ログ・ファイルのサイズが設
定値に達すると、ONS 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
ファイルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、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、ONS のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、
そのファイルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、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。
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opmn.xml の要素および属性について
<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

enabled="boolean"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

true の場合、ONS で SSL が有効になります。

wallet-file="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Oracle Wallet のパス

ONS 接続の認証に使用する Oracle Wallet を指定します。$ORACLE_HOMEを使用することも
できます。

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。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。

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。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。

wallet-password="password"

必須 : ×
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

特定の Wallet に使用するパスワード文字列を指定します。
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opmn.xml の要素および属性について
<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

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
のみ、OPMN がリモートの OPMN 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。

この属性を trueに設定することには重大なセキュリティ上のリスクが伴うため、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 をテストする場合にのみ使用してください。

<log-file>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : path、level、rotation-size、rotation-hour

PM 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 : なし
有効値 : PM のログ・ファイルのファイル名のパス

パスに指定した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、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を使用することもできます。

注意注意注意注意 : この属性を 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。
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opmn.xml の要素および属性について
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。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。

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。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。

level="level"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 9 までの整数

この値は PM のロギング・レベルを示します。

0 ロギングなし

1 致命的エラー

2 エラー

3 警告

4 イベント

5 内部およびモジュールの初期化、プロセス監視および依存関係チェックの結果

6 プロセスのリソース管理、HTTP リクエストおよびプロセスのジョブ・スケジューリング
および実行、依存関係チェックの詳細

7 HTTP リクエストの解析およびリソース管理 

8 HTTP リクエストのレスポンス、DMS の統計収集およびリクエスト

9 低レベルのスレッド・トレース 

rotation-size="kBytes"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

ログ・ファイルの 大サイズをキロバイト単位で指定します。ログ・ファイルのサイズが設
定値に達すると、PM のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、そのファ
イルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、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 : ×
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opmn.xml の要素および属性について
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、PM 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
のファイルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、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。

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

PM は、指定したプロセス・モジュールごとにライブラリを動的にロードします。各プロセ
ス・モジュールは、特定の process-type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が構成されている場合にのみ必要となります。

<module>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-modules>
属性 : path、tag、status、cron

moduleは、PM に対する process-type固有のサポートを提供します。各モジュールは、
一連の標準機能をエクスポートして PM のプロセス・モジュール API を使用する共有ライブ
ラリとして実装されます。モジュールは、サポート対象である process-typeの一覧を提
供する必要があります。特定の process-typeを一覧に含めることができるのは、1 つの
構成されたプロセス・モジュールのみです。2 つのモジュールが同じ process-typeを一
覧に含め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

パスには共有ライブラリ・ファイルを指定する必要があります。ライブラリ・ファイルの接
尾辞がシステムの標準の接尾辞（UNIX の場合は .so、Windows の場合は .dll）である場
合は、その接尾辞を省略できます。省略された接尾辞は OPMN によって自動的に指定され
ます。パスを指定するときには、$ORACLE_HOMEまたは %ORACLE_HOME%を使用できます。

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。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。
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opmn.xml の要素および属性について
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。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。

tag="tag-id"

必須 : ×
デフォルト値 : パスが指定する値
有効値 : モジュールを一意に識別する文字列

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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opmn.xml の要素および属性について
<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。この階層内に同じカテゴリ idとデータ 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 4-1 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 4-1 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>
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opmn.xml の要素および属性について
<category>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <module-data>
属性 : id

category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

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>

表表表表 4-1 module-data の階層（続き）の階層（続き）の階層（続き）の階層（続き）

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
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opmn.xml の要素および属性について
この文字列によってデータ要素を識別します。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

デフォルトでは、OPMN は、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。変換
を無効にする場合は、この属性を falseに設定します。

<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・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。

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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opmn.xml の要素および属性について
<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-name"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列は、DCM が dcm.conf内で設定した ias-instance名と一致する必要があり
ます。OPMN はこの文字列の値を無視して、常に DCM が設定した値を使用します。

ORACLE_HOME="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パスを示す文字列

このパスは、この Oracle Application Server インスタンスに使用する $ORACLE_HOMEと一
致する必要があります。

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。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。

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。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。

<environment>
必須 : ○
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <ias-instance>、<ias-component>、<dependencies>、<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。
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opmn.xml の要素および属性について
<variable>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <environment>
属性 : id、value、append、process-conversion

環境変数名とその値を定義します。

id="name"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

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、UNIX シェル構文の $variableまたは ${variable}、ある
いは 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 notdefined
が定義されていなければ何も変更されません。

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。

UNIX の場合 : ORACLE_HOME、ORACLE_NLS、OPMN_ENV_LC_ALL、
OPMN_ENV_LANG、OPMN_ENV_NLS_LANG、SHELL

Windows の場合 : COMSPEC、SYSTEM_DRIVE、SYSTEM_ROOT
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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（UNIX の場合は ':'、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、UNIX 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>

process-conversion="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

OPMN は、environment 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。

process-conversionが trueの場合、OPMN 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。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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<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
要求します。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。

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。
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<dependencies>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-component>、<dependencies>、<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と同様に、environmentブロックは opmn.xml内の複数の要素に対して定
義できます。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、OracleAS Metadata Repository や
Application Server Control コンソールなどがあります。

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

チェック対象のデータベースを指定します。データベースの識別には、db-connect-info
または infrastructure-keyを使用します。

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

データベースへの接続に必要な文字列を指定します。
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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、キャッシュ内のこ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

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（OID）
サービスを指定します。

address="address"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
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有効値 : 文字列

Oracle Internet Directory への接続に必要な address文字列を指定します。

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

この 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。

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。

<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"
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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、この属性を trueに設定します。

wallet-file="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : パス

Oracle Internet Directory 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパスを指定します。

wallet-password="password"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

特定の Wallet ファイル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。
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<OSSO>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : host、port、URI、timeout、cache-timeout

チェック対象の OracleAS Single Sign-On（OSSO）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

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

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

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

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

OracleAS Single Sign-On 接続で SSL 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

OracleAS Single Sign-On 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパスを指定します。

wallet-password="password"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

特定の Wallet ファイル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。
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<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

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稼動中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。

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 : ×
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デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

チェック実行時に管理対象プロセスの依存関係が稼動していない場合、その依存関係を稼動
させるかどうかを指定します。

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

このパラメータは、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。

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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<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、この process-typeをサポートする module-id要素に直接マップす
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 : なし
有効値 : パス

この process-type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。process-setに working-dir属性が定義されている場合、そのパスが
process-typeのパスよりも優先されます。
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<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した場合に実行する event scriptを指定しま
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
のアクションを実行します。

表 4-2 に、イベント・スクリプトの引数を示します。

表表表表 4-2 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。

-stder1 <path> プロセスの stderrファイル・ポインタのパス。

-stdout1 <path> プロセスの stdoutファイル・ポインタのパス。

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・アクション

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・アクション

を実行したのが OPMN 自体であることを示しま

す。

-pid2 <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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<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。この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起動、停止または再起動などの 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

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・ファイルのパスを指定します。

<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。

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。

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。
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起動、停止または再起動などの 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

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を指定します。

<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。
スクリプトが中断すると、OPMN は障害が発生したプロセスの置換をスケジュールします。

起動、停止または再起動などの 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

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を指定します。
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<start>
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、retry

管理対象プロセスの開始パラメータを指定します。

timeout="timeout"

必須 : ×
デフォルト値 :  60
有効値 : 整数

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

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

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）。
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<restart>
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、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）。

retry="num"

必須 : ×
デフォルト値 :  0
有効値 : 整数

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 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry、interval

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
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モジュールがプロセスの切断を宣言して起動を待機する前に許容する、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

管理対象プロセスの ping を実行する interval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>、<process-set>
属性 : id、range

OPMN 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。

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"
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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、status、working-dir

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 : ○
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。

status="state"

必須 : ×
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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 : なし
有効値 : パス

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を使用することもできます。

OPMN は、working-dir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。

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。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。
4-36　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



Oracle HTTP Server の
5

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。

� Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成

� Oracle HTTP Server の 小構成

� Oracle HTTP Server の完全構成

� Oracle HTTP Server の属性の説明
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5.1 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>

5.2 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>

5.3 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"/>

</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"/>
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<restart timeout="300"/>
<ping timeout="30" interval="30"/>

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

</ias-component>

5.4 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 : 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
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。
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numprocs=1
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

起動する OHS インスタンスの数を指定します。有効な値は 1 のみです。

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。

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。

id="start-mode"
必須 : ×
デフォルト値 : ssl-enabled
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。
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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="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。
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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。

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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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。

� OC4J プロセス・モジュールの構成

� OC4J の 小構成

� OC4J の完全構成

� OC4J の属性の説明
構成 6-1



OC4J プロセス・モジュールの構成
6.1 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>

6.2 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-island" numprocs="1"/>

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

6.3 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">

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

<<process-set> id="default-island" restart-on-death="true" numprocs="1">
<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"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-options" value="-DTestVar=TestVal"/>
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</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/sanejane/ssl_cert/client_cert"/>
<data id="wallet-password" value ="welcome1"/>

</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>

6.4 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 : 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。
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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。

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。

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。

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。
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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 アイランドと管理上同等です。

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 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。
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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。

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="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。
6-6　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



OC4J の属性の説明
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。
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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。

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。
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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/sanejane/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）。

value="file:/private/sanejane/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。
OC4J の構成 6-9



OC4J の属性の説明
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 Web Cache 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 Web Cache
（OracleAS Web Cache）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。

� OracleAS Web Cache プロセス・モジュールの構成

� OracleAS Web Cache の 小構成

� OracleAS Web Cache の完全構成

� OracleAS Web Cache の属性の説明
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OracleAS Web Cache プロセス・モジュールの構成
7.1 OracleAS Web Cache 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 Web Cache 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 Web Cache 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/libopmnwc.so">
<module-id id="WebCache" />
<module-id id="WebCacheAdmin" />

</module>

7.2 OracleAS Web Cache 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 Web Cache の 小限の構成を示します。OracleAS Web Cache 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="WebCache">
<environment>

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/opmn/lib"
append="true"/>

</environment>
<process-type id="WebCache" module-id="WebCache">

<process-set id="WebCache" numprocs="1"/>
</process-type>

<process-type id="WebCacheAdmin" module-id="WebCache-admin">
<process-set id="WebCacheAdmin" restart-on-death="false" numprocs="1"/>

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

7.3 OracleAS Web Cache 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 Web Cache の完全な構成を示します。これには、OracleAS Web 
Cache 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="WebCache">
id="WebCacheAdmin"

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/opmn/lib"
append="true"/>

</environment>
<process-type id="WebCache" module-id="WebCache">

<process-set id="WebCache" restart-on-death="true" numprocs="1"/>
</process-type>
<process-type id="WebCacheAdmin" module-id="WebCache"-admin">

<process-set id="WebCacheAdmin" restart-on-death="false" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>
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7.4 OracleAS Web Cache 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 Web Cache に固有の属性について説明します。

OracleAS Web Cache 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="WebCache" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、WebCache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="WebCache"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCache
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、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。

id="WebCacheAdmin"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCacheAdmin
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

id名は必須で、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、要素と属性は有効になりません。
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module-id="WebCache"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCache、WebCache-admin
パス : ias-component/process-type

module idは、子 process-set要素が WebCacheサーバー・プロセスを定義するか、
WebCache管理プロセスを定義するかを決定します。少なくとも 1 つの WebCacheサー
バー・プロセスを WebCacheコンポーネントに定義する必要があります。

restart-on-death
必須 : ○
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set

restart-on-death属性は、プロセスが予期せず終了した場合、そのプロセスを再起動す
るかどうかを定義します。デフォルトでは、Oracle Application Server のインストール後、
この属性は、OracleAS Web Cache サーバーに対しては trueに、OracleAS Web Cache 管理
プロセスに対しては falseに設定されます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される OracleAS Web Cache サーバーの数を指定
します。値は 1 に設定する必要があります。
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Oracle Internet Directory 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 Internet Directory 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。

� Oracle Internet Directory プロセス・モジュールの構成

� Oracle Internet Directory の 小構成

� Oracle Internet Directory の完全構成

� Oracle Internet Directory の属性の説明
構成 8-1



Oracle Internet Directory プロセス・モジュールの構成
8.1 Oracle Internet Directory 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 Internet Directory 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 Internet Directory 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/libopmnoid.so">
<module-id id="OID" />

</module>

8.2 Oracle Internet Directory 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 Internet Directory の 小限の構成を示します。Oracle Internet 
Directory 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="OID">
<process-type id="OID" module-id="OID">

<process-set id="OID" numprocs="1">
<dependencies>

<database db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
</dependencies>

<module-data>
<category id="oidctl-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="startoidldapd" value="true"/>

</category>
<category id="oidmon-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
</category>

</module-data>
</process-set>

</process-type>
</ias-component>
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8.3 Oracle Internet Directory 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 Internet Directory の完全な構成を示します。これには、Oracle 
Internet Directory 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="OID">
<process-type id="OID" module-id="OID" working-dir="my_working_dir">

<environment>
<variable id="TNS_ADMIN" value="/ade/liyu_oid/oracle/work" />

</environment>
<process-set id="OID" numprocs="1">

<dependencies>
<database db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"/>

</dependencies>
<module-data>

<category id="oidmon-parameters">
<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="host" value="virtual_host_name"/>
<data id="sleep" value="20"/>
<data id="run-oidctl" value="true"/>

</category>
<category id="oidctl-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="instance" value="1"/>
<data id="configset" value="1"/>
<data id="host" value="12.12.12.12"/>
<data id="flags" value="-p 389"/>
<data id="startoidldapd" value="true"/>
<data id="startoidrepld" value="true"/>
<data id="startodisrv" value="true"/>

</category>
</module-data>

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

</ias-component>
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8.4 Oracle Internet Directory 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 Internet Directory 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。

Oracle Internet Directory 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="OID" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、OID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="OID"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OID
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この id名は必須で、変更できません。この名前は、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="OID"
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。

working-dir="my_working_dir"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME
パス : ias-component/process-type

working-dir属性は、oidmonプロセスを実行するディレクトリを指定します。
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id="TNS_ADMIN"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/network/admin
パス : ias-component/process-type/environment

Oracle Internet Directory では、接続文字列を定義して、データベースに接続する必要があり
ます。Oracle Internet Directory が取得する文字列はエイリアスです。実行時、この文字列は
$TNS_ADMINディレクトリの tnsnames.oraファイルを使用して解決されます。デフォル
トでは、$TNS_ADMINは $ORACLE_HOME/network/adminを参照します。
tnsnames.oraが別のディレクトリに存在する場合、environmentには、その別のディレ
クトリを設定する必要があります。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される oidmonインスタンスの数を指定しま
す。1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行するインスタンスの数は、1 つだ
けにしてください。

db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : データベース接続文字列
パス : ias-component/process-type/process-set

Oracle Internet Directory は、バックエンド・データベースに依存します。バックエンド・
データベースが実行されていない場合、oidmonおよび他の Oracle Internet Directory サー
バー・プロセスは起動できません。

id="oidmon-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

idカテゴリは、oidmonの起動パラメータを指定します。
Oracle Internet Directory の構成 8-5



Oracle Internet Directory の属性の説明
id="connect"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : データベース接続文字列のエイリアス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータは、oidmonを起動するよう構成する必要があります。次のコマンドを実行すると
oidmonが起動されます。

$ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<value> -opmnuid <uid> start

id="host"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 仮想ホスト名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

hostデータは、インストール時にデフォルトで構成されます。次のコマンドを実行すると
oidmonが起動されます。

$ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<value> host=<value> -opmnuid <uid> start

id="sleep"
必須 : ×
デフォルト値 : 10 秒
有効値 : oidmonが Oracle Internet Directory サーバーを監視する時間隔（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

sleepデータが構成されている場合、次のコマンドを実行すると oidmonが起動されます。

$ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<connect_value> sleep=<sleep_value>
-opmnuid <uid> start
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id="run-oidctl"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OPMN は oidmonを管理します。ただし、oidmonを起動および停止する際、OPMN はデ
フォルトで oidctlを使用して oidldapdも起動しようとします。

oidctlに関連付けられているプロセスを起動しないようにするには、この値を falseに
設定してください。

id="instance"
必須 : ×
デフォルト値 :  1
有効値 : 起動および停止するインスタンスの数値（1 以上、1000 以下）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

oidctlを使用するには、instance値が必要です。この idが構成されていない場合、デ
フォルト値は 1になります。値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書
きできます。

id="configset"
必須 : ×
デフォルト値 :  0
有効値 : 構成設定の数値（1 以上、1000 以下）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

configset idは、oidldapdを起動する場合のみ必要になります。oidrepldまたは
oidsrvを起動する場合、ここで割り当てられたデータは無視されます。configsetが構
成されていない場合、デフォルト値は 0になります。

id="flags"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

flagsが構成されている場合、実行時に configsetの設定が上書きされます。
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id="startoidldapd"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のように
なります。

$ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=oidldapd instance=1
configset=0 start

id="startoidrepld"
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

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のように
なります。

$ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=oidrepld instance=1
configset=0 start

id="startodisrv"
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

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のように
なります。

$ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=odisrv instance=1
configset=0 start

注意注意注意注意 : インストール後、このサーバーを手動または OPMN によって起動
できるようにするには、事前にこのサーバーを構成する必要があります。
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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。

� OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成

� OracleAS Port Tunnel の 小構成

� OracleAS Port Tunnel の完全構成

� 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>
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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 : 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。

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。
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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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Oracle Application Server Wireless 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 Wireless（OracleAS 
Wireless）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。

� OracleAS Wireless プロセス・モジュールの構成

� OracleAS Wireless の 小構成

� OracleAS Wireless の完全構成

� OracleAS Wireless の属性の説明
less の構成 10-1



OracleAS Wireless プロセス・モジュールの構成
10.1 OracleAS Wireless 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 Wireless 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 Wireless 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>
<module path="ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnwireless.so">

<module-id id="alert"/>
<module-id id="datafeeder"/>
<module-id id="performance"/>
<module-id id="messaging"/>
<module-id id="notification"/>

</module>

10.2 OracleAS Wireless 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 Wireless の 小限の構成を示します。OracleAS Wireless 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="wireless" status="enabled">
<environment>

<variable id="WIRELESS_HOME" value="$ORACLE_HOME/wireless" append="false"/>
<variable id="WIRELESS_LIB" value="$WIRELESS_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="JAVA13_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="JAVA_HOME" value="$JAVA13_HOME" append="false"/>
<variable id="IAS_LIB" value="$ORACLE_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="CLASSPATH" value="." append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$JAVA13_HOME/jre/lib/rt.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_HOME/server/classes" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/wireless.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jndi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/servlet.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/activation.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/mail.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/ssosdk902.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/ldap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/providerutil.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/repository.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/xschema.jar" append="true"/>
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<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/WEB-INF/lib/emd.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/emPid.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/mwa.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/netcfg.jar"append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/javax-ssl-1_2.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/jssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ojmisc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jaas.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/soap.jar" append="true"/>

</environment>
<process-type id="wireless_oc4j" module-id="OC4J">

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

</process-type>
<process-type id="alert_server" module-id="alert">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="alert_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="performance_server" module-id="performance">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="performance_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="messaging_server" module-id="messaging">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="messaging_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="notification_server" module-id="notification">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="notification_instance_1" numprocs="1"/>
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</process-type>
</ias-component>

10.3 OracleAS Wireless 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 Wireless の完全な構成を示します。これには、OracleAS Wireless
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="wireless" status="enabled">
<environment>

<variable id="WIRELESS_HOME" value="$ORACLE_HOME/wireless" append="false"/>
<variable id="WIRELESS_LIB" value="$WIRELESS_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="JAVA13_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="JAVA_HOME" value="$JAVA13_HOME" append="false"/>
<variable id="IAS_LIB" value="$ORACLE_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="CLASSPATH" value="." append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$JAVA13_HOME/jre/lib/rt.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_HOME/server/classes" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/wireless.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jndi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/servlet.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/activation.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/mail.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/ssosdk902.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/ldap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/providerutil.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/repository.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$IAS_LIB/xschema.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sysman/webapps/emd/WEB-INF/lib/emd.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/emPid.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$WIRELESS_LIB/mwa.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/netcfg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/javax-ssl-1_2.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/jssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ojmisc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn.jar" append="true"/>
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<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jaas.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/soap.jar" append="true"/>

</environment>
<process-type id="wireless_oc4j" module-id="OC4J">

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

<process-type id="alert_server" module-id="alert" working-dir="%ORACLE_HOME%/wireless">
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_alert_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_alert_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="alert_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder" working-dir="ORACLE_HOME/wireless">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_ datafeeder
_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=
my_datafeeder_instance_name -Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
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</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="performance_server" module-id="performance"
working-dir="ORACLE_HOME/wireless">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters"
value="-Doracle.wireless.instance=my_performance_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters"
value="-Doracle.wireless.instance=
my_performance_instance_name-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name"  value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="performance_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="messaging_server"

module-id="messaging"
working-dir= "ORACLE_HOME/wireless">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters"
value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=
my_messaging_instance_name -Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>
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</category>
</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="messaging_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="notification_server" module-id="notification" working-dir=
"ORACLE_HOME/wireless">

<module-data>
<category id="id="start-parameters"">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=
my_notification_instance_name -Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=
my_notification_instance_name -Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="notification_instance_1" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>
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10.4 OracleAS Wireless 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 Wireless に固有の属性について説明します。

OracleAS Wireless 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="wireless" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、wireless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="wireless"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : wireless
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

module-id="alert"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-id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。第 10.1 項の例では、5 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS 
Wireless プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="datafeeder"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-id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。
10-8　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



OracleAS Wireless の属性の説明
module-id="performance"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-id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。

module-id="messaging"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-id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。

module-id="notification"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-id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。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される OracleAS Wireless インスタンスの数
を指定します。OracleAS Wireless モジュールでは、複数のインスタンスで同じ
process-setを持つことはできません。1 つのサーバー・タイプに対して複数のプロセス
を起動するには、各プロセスについて固有の process-set idを 1 つ持つ、1 つの
process-setエントリを追加します。

たとえば、次のように入力します。

<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1"/>
<process-set id="datafeeder_instance_2" numprocs="1"/>

</process-type>
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次のようなコードは作成しないでください。

<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="2"/>

</process-type>

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
モジュールの起動に関連するデータが含まれます。

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

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="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idには、任意の有効な Java パラメータを指定できます。指定されたすべての Java パ
ラメータは、デフォルト値に追加されます。OPMN は、いくつかの Java パラメータを内部
的に導出し、この属性を使用してそれらのパラメータを追加します。
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id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : 起動の場合は oracle.panama.sysmgmt.server.PanamaServer、停止
の場合は oracle.panama.sysmgmt.client.manager
有効値 : 任意の有効な Java クラス名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/ 
category/data

この idでは、OracleAS Wireless プロセスを起動または停止するための、デフォルト以外の
Java クラス名を指定できます。このパラメータは変更しないことをお薦めします。これは内
部的にのみ使用されます。

id="application-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の有効な Java アプリケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idでは、デフォルトのアプリケーション・パラメータに加えて、別のアプリケーショ
ン・パラメータを追加できます。デフォルトのアプリケーション・パラメータには、起動す
る OracleAS Wireless process-typeが定義されます。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
stop に関連する module dataを指定できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : id="start-parameters"
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stop timeout="300"
必須 : ×
デフォルト値 :  180
有効値 : タイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/

このパラメータは、プロセスを終了するまでに OPMN が待機する時間を指定します。デ
フォルト値は 180 秒です。ただし、OracleAS Wireless プロセスを停止する場合はデータ
ベース・アクセスが必要となり、プロセスに終了シグナルを発信するまで 大で 5 分かかる
場合もあります。

restart timeout="480"
必須 : ×
デフォルト値 :  180
有効値 : タイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/

このパラメータは、OracleAS Wireless プロセスを再起動するまでに OPMN が待機する時間
を指定します。デフォルト値は 180 秒です。ただし、再起動アクションは実際には停止と起
動で構成されるため、合計値は、起動のための時間（180 秒）と停止のための時間（300 秒）
を合せた 480 秒にしてください。
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Oracle Application Server ProcessConnect

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 ProcessConnect 
（OracleAS ProcessConnect）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。

� OracleAS ProcessConnect モジュールの構成

� OracleAS ProcessConnect の 小構成

� OracleAS ProcessConnect の完全構成

� OracleAS ProcessConnect の属性の説明
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11.1 OracleAS ProcessConnect モジュールの構成モジュールの構成モジュールの構成モジュールの構成
次のコードは、OracleAS ProcessConnect 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 ProcessConnect 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/libopmnip.so">
<module-id id="integration-manager"/>
<module-id id="adapter-framework"/>

</module>

11.2 OracleAS ProcessConnect 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 ProcessConnect の 小限の構成を示します。OracleAS 
ProcessConnect 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="ProcessConnect">
<environment>

<variable id="LANG" value="en_US" append="false"/>
<variable id="THREADS_FLAG" value="native" append="false"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/xdb_g.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/rts2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/oc4j.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/aqapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/admin" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/work" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/config" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/lib/ip.jar" append="true"/>

</environment>
<process-type id="IntegrationManager" module-id="integration-manager">

<port id="dms" range="8301-8401"/>
<process-set id="im_instance1" numprocs="1"/>

</process-type>
<process-type id="AdapterFramework" module-id="adapter-framework">

<port id="dms" range="8301-8401"/>
<process-set id="af_instance1" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>
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11.3 OracleAS ProcessConnect 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 ProcessConnect の完全な構成を示します。これには、OracleAS 
ProcessConnect 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="ProcessConnect" status="enabled">
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-ms8m -mx512m"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-ms8m -mx512m"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>

</category>
<category id="ip-parameters">

<data id="dms-port-property-name" value="my.dms.port.property"/>
<data id="log-dir" value="/my/path/to/ip/log/dir"/>
<data id="start-command" value="-mystartstring"/>
<data id="shutdown-command" value="-myshutdownstring"/>
<data id="im-string" value="MyIntegrationManagerString"/>
<data id="af-string" value="My Adapter Framework String"/>
<data id="im-class-name" value="MyIMClass"/>
<data id="af-class-name" value="MyAFClass"/>

</category>
</module-data>
<environment>

<variable id="LANG" value="en_US" append="false"/>
<variable id="THREADS_FLAG" value="native" append="false"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/rdbms/jlib/xdb_g.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/rts2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/oc4j.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/aqapi.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/admin" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/work" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/config" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ip/lib/ip.jar" append="true"/>

</environment>
<process-type id="IntegrationManager" module-id="integration-manager">

<port id="dms"range="8301-8401"/>
<id="im_instance1"numprocs="1"/>
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</process-type>
<process-type id="AdapterFramework" module-id="adapter-framework">

<port id="dms" range="8301-8401"/>
<process-set id="af_instance1"numprocs="1"/>

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

11.4 OracleAS ProcessConnect 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 ProcessConnect 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。

OracleAS ProcessConnect 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="ProcessConnect" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、ProcessConnect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="ProcessConnect"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ProcessConnect
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/module-data/category

この idは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
start に関連する module dataを指定できます。
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id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/module-data/category

この idは、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
stop に関連する module dataを指定できます。

id="ip-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/module-data/category

この idは、ip-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
ProcessConnect に関連する module dataを指定できます。

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/module-data/category

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="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : -ms8m -mx512m -D<IM|AF> 
-Doracle.dms.httpd.port.start=<dms_port>
-Doracle.opmn.uid=<opmn_uid> -Doracle.ons.oraclehome=<ORACLE_HOME>
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/module-data/category/data

Java コマンドラインに対する任意の有効な Java パラメータを指定できます。あるパラメー
タがデフォルト・パラメータ・リストのパラメータと一致する場合、デフォルト値はオー
バーライドされます。
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id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.tip.runtime.admin.ProcessManager
有効値 : 有効な Java クラス名
パス : ias-component/module-data/category/data

OracleAS ProcessConnect プロセスの起動または停止に使用される、任意の有効な Java クラ
ス名を指定できます。この属性は内部的にのみ使用されるもので、ユーザーが変更すること
はできません。

id="dms-port-property-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.dms.httpd.port.start
有効値 : 有効な Java プロパティ名
パス : ias-component/module-data/category/data

OPMN が割り当てた DMS port値を OracleAS ProcessConnect プロセスへ渡すために使用
する Java プロパティ名を指定できます。値が渡されると、OracleAS ProcessConnect プロセ
スはこのプロパティを読み取り、DMS ポートを取得します。この名前は、OracleAS 
ProcessConnect プロセスが DMS ポートの取得に使用するプロパティ名と一致する必要があ
ります。

id="log-dir"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/ip/log
有効値 : OracleAS ProcessConnect プロセスがログ・ファイルを格納するファイル・パス
パス : ias-component/module-data/category/data

OracleAS ProcessConnect プロセスがログ・ファイルを格納するディレクトリを指定できま
す。

id="start-command"
必須 : ×
デフォルト値 : -start
有効値 : OracleAS ProcessConnect プロセスを起動するための有効な OracleAS 
ProcessConnect コマンド
パス : ias-component/module-data/category/data

OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに渡される、OracleAS ProcessConnect プロセ
ス管理固有のコマンドです。この設定は変更しないでください。
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id="shutdown-command"
必須 : ×
デフォルト値 : -shutdown
有効値 : OracleAS ProcessConnect プロセスを停止するための有効な OracleAS 
ProcessConnect 固有のコマンド
パス : ias-component/module-data/category/data

OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに渡される、OracleAS ProcessConnect プロセ
ス管理固有のコマンドです。この設定は変更しないでください。

id="im-string"
必須 : ×
デフォルト値 : IntegrationManager
有効値 : 有効な OracleAS ProcessConnect 固有のプロセス管理パラメータ
パス : ias-component/module-data/category/data

統合マネージャ・プロセスの OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに渡される、
OracleAS ProcessConnect プロセス管理固有のパラメータです。この設定は変更しないでく
ださい。

id="af-string"
必須 : ×
デフォルト値 : "Adapter Framework"
有効値 : 有効な OracleAS ProcessConnect 固有のプロセス管理パラメータ
パス : ias-component/module-data/category/data

アダプタ・フレームワーク・プロセスの OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに渡
される、OracleAS ProcessConnect プロセス固有のパラメータです。この設定は変更しない
でください。

id="im-class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.tip.runtime.im.IntegrationManager
有効値 : 有効な Java クラス名
パス : ias-component/module-data/category/data

このパラメータは、統合マネージャ・クラスのインスタンス化に使用するクラス名を
OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに伝えます。この設定は変更しないでくださ
い。
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id="af-class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.tip.adapter.fw.bootstrap.AFInstantiator
有効値 : 有効な Java クラス名
パス : ias-component/module-data/category/data

このパラメータは、アダプタ・フレームワーク・クラスのインスタンス化に使用するクラス
名を OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに伝えます。この設定は変更しないでく
ださい。

module-id="integration-manager"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : integration-manager
パス : ias-component/process-type

この id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。

module-id="adapter-framework"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : adapter-framework
パス : ias-component/process-type

この id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="dms"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : dms
パス : ias-component/process-type/port

この idは、各 OracleAS ProcessConnect プロセス内部の DMS ポートの範囲を指定します。

range="8301-8401"
必須 : ○
デフォルト値 : 
有効値 : 有効なポート番号またはポートの範囲
パス : ias-component/process-type/port

各 OracleAS ProcessConnect プロセス内部の DMS によって使用されるポートまたはポート
の範囲を指定するには、このパラメータを使用してください。
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id="im_instance1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OracleAS ProcessConnect プロセスのインスタンス名
パス : ias-component/process-type/process-set

このパラメータは、process-setのプロセス・インスタンス名を示します。このインスタ
ンス名は、OracleAS ProcessConnect プロセス管理クラスに渡され、OracleAS 
ProcessConnect プロセスの起動または停止に使用されます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される OracleAS ProcessConnect インスタン
スの数を指定します。OracleAS ProcessConnect モジュールでは、複数のインスタンスで同
じ process-setを持つことはできません。1 つのサーバー・タイプに対して複数のプロセ
スを起動するには、各プロセスについて固有の process-set instance idを 1 つ持つ、1
つの process-setエントリを追加します。
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Oracle Application Server Reports Services

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 Reports Services
（OracleAS Reports Services）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。

� 概要

� OracleAS Reports Services プロセス・モジュールの構成

� OracleAS Reports Services の 小構成

� OracleAS Reports Services の完全構成

� OracleAS Reports Services の属性の説明
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概要
12.1 概要概要概要概要
OracleAS Reports Services サーバーは、次の 2 つのモードで実行できます。

� インプロセス

� スタンドアロン

インプロセス OracleAS Reports Services サーバーは、OC4J インスタンス内部で実行され、
OC4J モジュールによって管理されます。このモードでは、OracleAS Reports Services モ
ジュールを構成する必要はありません。OracleAS Reports Services サーバー構成は、OC4J
インスタンス構成の一部であり、OC4J モジュールによって処理されます。

スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーは、OracleAS Reports Services モジュー
ルによって管理されます。OracleAS Reports Services プロセス・モジュールは、第 12.2 項
「OracleAS Reports Services プロセス・モジュールの構成」に示すように構成する必要があ
ります。スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーを表すよう構成された Oracle 
Application Server コンポーネントもあります。

12.2 OracleAS Reports Services 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 Reports Services 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 Reports Services プロセスの管理は、module id
によって識別されます。

<module path="/private/oraclehome/opmn/lib/libopmnreports.so">
<module-id id="ReportsModule" />

</module>

12.3 OracleAS Reports Services の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
この項では、OracleAS Reports Services の 小構成について説明します。この項の項目は次
のとおりです。

� インプロセス OracleAS Reports Services サーバー

� スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバー
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12.3.1 インプロセスインプロセスインプロセスインプロセス OracleAS Reports Services サーバーサーバーサーバーサーバー
次の例は、インプロセス OracleAS Reports Services サーバーに必要な構成を示します。これ
らのコードは、適切な OC4J インスタンスの構成内に置く必要があります。この構成ディレ
クティブは、OC4J モジュールによって処理されます。

<ias-component ....>
<process-type ....>

<module-data>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto" value="200"/>
</category>

</module-data>
<process-set .../>

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

12.3.2 スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーサーバーサーバーサーバー
次の例は、スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバー・コンポーネントの 小構成
を示します。適切なデフォルト値が、このコンポーネントに使用できる他のすべての構成要
素と属性に割り当てられます。

<ias-component id="ReportsServer1">
<process-type id="ReportsServer1" module-id="ReportsModule">

<process-set id="ReportsServer1" numprocs="1">
<environment>

<variable id="PATH" value="Put Path_value from env here" append="true"/>
</environment>

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

</ias-component>

12.4 OracleAS Reports Services 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 Reports Services の完全な構成を示します。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。この項の項目は次のとお
りです。

� インプロセス OracleAS Reports Services サーバー

� スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバー
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12.4.1 インプロセスインプロセスインプロセスインプロセス OracleAS Reports Services サーバーサーバーサーバーサーバー
次の例は、インプロセス OracleAS Reports Services サーバーに必要な構成を示します。これ
らのコードは、適切な OC4J インスタンスの構成内に置く必要があります。この構成ディレ
クティブは、OC4J モジュールによって処理されます。

<ias-component ....>
<process-type ....>

<module-data>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto" value="200"/>
</category>

</module-data>
<process-set .../>

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

12.4.2 スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーサーバーサーバーサーバー
次の例は、スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーに必要な構成を示します。

<ias-component id="ReportsServer1" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="ReportsServer1" module-id="ReportsModule">

<process-set id="ReportsServer1" restart-on-death="true" numprocs="1">
<environment>

<variable id ='PATH' value="Put Path_value here" append="true"/>
</environment>
<module-data>

<category id="general-parameters">
<data id="batch" value="yes"/>

</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout"value="300"/>
</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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12.5 OracleAS Reports Services 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 Reports Services に固有の属性について説明します。

OracleAS Reports Services 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="ReportsServer1" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、ReportsServer1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="ReportsServer1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ReportsServer1
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、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

module-id="ReportsModule"
必須 : ○
デフォルト値 : ReportsModule
有効値 : ReportsModule
パス : ias-component/process-type

この idは、プロセス・タイプを定義し、この構成を OracleAS Reports Services プロセス・
モジュールと関連付けます。
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numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される OracleAS Reports Services サーバーの
数を指定します。OracleAS Reports Services サーバーは process-set idによって識別さ
れるため、この値は 1 である必要があります。

value="Put Path_value here"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パス値は、unameコマンドが含まれるディレクトリを含む必要があります。
パス : ias-component/process-type/process-set/environment/
variable

これは、OracleAS Reports Services プロセスに対して設定される PATH 環境変数の値です。
この値は、"uname" を検索する起動スクリプトに対して設定する必要があります。

id="general-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

このカテゴリは、様々なプロセス管理タスクに共通するすべてのデータを収集します。

id="batch"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : yes、no
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idを使用して、OracleAS Reports Services サーバーを起動および停止するためのコマ
ンドラインを構成します。この情報は、OPMN によって解析または使用されることなく、
OracleAS Reports Services に渡されます。この要素が構成されていない場合、この引数は渡
されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Reports Services レポート Web 公
開ガイド』
12-6　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



OracleAS Reports Services の属性の説明
id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

障害検出に使用されるパラメータを定義する restart-parametersカテゴリです。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 :  300
有効値 : 適切なタイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OPMN が reverseping-timeout時間内に通知を受信しない場合、そのプロセスを再起動
します。

id="urlping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、OC4J モジュールによって ping が実行されるすべての URL を収集します。
ping に使用されるプロトコルは AJPv1.3 です。

id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : /reports/rwservlet/pingserver?start=auto
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/ 
category/data

このデータ idは、OC4J モジュールによって ping が実行される URL を指定します。イン
プロセス OracleAS Reports Services サーバーのコンテキストでは、この URL の ping によ
り、OPMN は OracleAS Reports Services サーバー・アプリケーションが応答するかどうか
を判断できます。アプリケーションが応答しない場合、OPMN は対応する OC4J プロセスを
再起動します。
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value="200"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 :  200
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/ 
category/data

この値は、ping リクエストへの応答で予想される有効な HTTP コードを指定します。応答
HTTP コードがここで構成されている値と一致する場合、OPMN は、そのアプリケーション
が有効であると見なします。一致しない場合、OPMN はその OC4J プロセスを再起動しま
す。
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Oracle Application Server Discoverer 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 Discoverer
（OracleAS Discoverer）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。

� OracleAS Discoverer プロセス・モジュールの構成

� OracleAS Discoverer の 小構成

� OracleAS Discoverer の完全構成

� OracleAS Discoverer の属性の説明
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OracleAS Discoverer プロセス・モジュールの構成
13.1 OracleAS Discoverer 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 Discoverer 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 Discoverer 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/libopmndisco.so" cron="900">
<module-id id="Disco_OSAgent"/>
<module-id id="Disco_OAD"/>
<module-id id="Disco_PreferenceServer"/>

</module>

13.2 OracleAS Discoverer 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 Discoverer の 小限の構成を示します。OracleAS Discoverer 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="Discoverer">
<environment>

<variable id="VBROKER_HOME" value="$ORACLE_HOME/vbroker4"/>
<variable id="VBROKER_DIR" value="$ORACLE_HOME/vbroker4/bin"/>
<variable id="OSAGENT_PORT" value="16001"/>
<variable id="DISCO_DIR" value="$ORACLE_HOME/discoverer904"/>
<variable id="DISCO_JRE" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre"/>
<variable id="DISCO_PREFERENCE" value="pdsun-dev12OracleDiscovererPreferences902"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$DISCO_DIR/lib:$VBROKER_DIR/lib: $ORACLE_HOME/lib" 
append="true"/>

</environment>
<process-type id="OSAgent" module-id="Disco_OSAgent" working-dir= "$DISCO_DIR/util">

<process-set id="OSAgent" numprocs="1"/>
</process-type>
<process-type id="OAD" module-id="Disco_OAD" working-dir="$DISCO_DIR/util">

<process-set id="OAD" numprocs="1"/>
</process-type>
<process-type id="PreferenceServer" module-id="Disco_PreferenceServer" working-dir= "$DISCO_

DIR/util">
<process-set id="PreferenceServer" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>
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13.3 OracleAS Discoverer 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 Discoverer の完全な構成を示します。これには、OracleAS 
Discoverer 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="Discoverer">
<environment>

<variable id="VBROKER_HOME" value="$ORACLE_HOME/vbroker4"/>
<variable id="VBROKER_DIR" value="$ORACLE_HOME/vbroker4/bin"/>
<variable id="OSAGENT_PORT" value="16001"/>
<variable id="DISCO_DIR" value="$ORACLE_HOME/discoverer904"/>
<variable id="DISCO_JRE" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre"/>
<variable id="DISCO_PREFERENCE" value="pdsun-dev12OracleDiscoverer Preferences902"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$DISCO_DIR/lib:$VBROKER_DIR/lib:$ORACLE_HOME/lib" 
append="true"/>

</environment>
<process-type id="OSAgent" module-id="Disco_OSAgent" working-dir="$DISCO_DIR/util">

<ping interval="300"/>
<process-set id="OSAgent" numprocs="1"/>

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="osagent-options" value="osagent-options_value"/>
<data id="osagent-extra-options" value="osagent-extra-options"/>

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="osfind-options" value="osfind-options_value"/>
<data id="osfind-java-options" value="osfind-java-options_value"/>
<data id="osfind-extra-options" value="osfind-extra-options_value"/>

</category>
</module-data>

</process-type>
<process-type id="OAD" module-id="Disco_OAD" working-dir="$DISCO_DIR/util">

<start timeout="180"/>
<process-set id="OAD" numprocs="1"/>

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="oad-options" value="oad-options_value"/>
<data id="oad-java-options" value="oad-java-options_value"/>
<data id="oad-extra-options" value="oad-extra-options_value"/>

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="oadutil-options" value="oadutil-options_value"/>
<data id="oadutil-java-options" value="oadutil-java-options_value"/>
<data id="oadutil-extra-options" value="oadutil-extra-options_value"/>

</category>
<category id="sessionserver-parameters"">

<data id="shutdown-event-name" value="shutdown-event-name_value"/>
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<data id="reverse-ping-interval" value="interval-value"/>
</category>
<category id="bounce-parameters">

<data id="bounce-process" value="true"/>
<data id="bounce-time" value="01:00"/>

</category>
</module-data>

</process-type>
<process-type id="PreferenceServer" module-id="Disco_PreferenceServer"
working-dir="$DISCO_DIR/util">
<process-set id="PreferenceServer" numprocs="1"/>

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="dis51pr-options" value="dis51pr-options_value"/>
<data id="dis51pr-extra-options" value="dis51pr-extra-options_value"/>

</category>
</module-data>

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

13.4 OracleAS Discoverer 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 Discoverer に固有の属性について説明します。

OracleAS Discoverer 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="Discoverer" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、Discoverer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="Discoverer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : Discover
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

id="VBROKER_HOME"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/vbroker4
パス : ias-component/environment/variable

OPMN は、この環境変数によって、vbrokerのバイナリとライブラリを検索します。この
要素を使用して、$ORACLE_HOME/vbroker4とは異なる vbrokerディレクトリを参照す
ることもできます。

id="VBROKER_DIR"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/vbroker4/bin
パス : ias-component/environment/variable

Visibroker は、この環境変数によって、vbrokerのバイナリを検索します。

id="OSAGENT_PORT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment/variable

この環境変数は、すべての OracleAS Discoverer コンポーネントに必要です。コンポーネン
トは、この環境変数を使用して相互に通信を行います。

id="DISCO_DIR"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment/variable

OPMN は、dis51prなどの OracleAS Discoverer コンポーネントのバイナリとライブラリ
を検索するために、この環境変数を必要とします。
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id="DISCO_JRE"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment/variable

OPMN は、この環境変数を使用して、オブジェクト・アクティベーション・デーモン
（OAD）の起動に使用する JRE の場所を検索します。この要素を使用して、$ORACLE_HOME
下のディレクトリ以外の JRE ディレクトリを参照することもできます。

id="DISCO_PREFERENCE"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment/variable

この環境変数は、優先サーバーの優先インスタンス名を定義します。

id="LD_LIBRARY_PATH"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment/variable

この環境変数は、OracleAS Discoverer バイナリがライブラリを検索するために必要です。

次の 3 つのディレクトリが必要です。

� $DISCO_DIR/lib

� $VBROKER_DIR/lib

� $ORACLE_HOME/lib

id="OSAgent"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OSAgent
パス : ias-component/process-type

この id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、要素と属性は有効になりません。
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module-id="Disco_OSAgent"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この id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。

working-dir="$DISCO_DIR/util"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : $DISCO_DIR/util
パス : ias-component/process-type

この属性は、osagent プロセスに関連付けられているログ・ファイルの場所を指定します。

interval="300"
必須 : ×
デフォルト値 : 20 秒
有効値 :  >= 0
パス : ias-component/process-type/ping

ping要素の全属性リストについては、共通構成を参照してください。前述の例は、プロセ
スの ping を 5 分おきに実行するよう ping の間隔を指定する方法を示しています。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される osagentインスタンスの数を指定し
ます。1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行するインスタンスの数は、1 つ
だけにしてください。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、osagentの起動パラメータを指定するカテゴリです。
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id="osagent-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$ORACLE_HOME/vbroker4/bin/osagentのデフォルト・オプションは、次のとおりで
す。

"-p $OSAGENT_PORT"

この要素に対して有効な値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きで
きます。

id="osagent-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

osagent-optionsパラメータのデフォルト・オプションである "-p $OSAGENT_PORT"
に、追加オプションを指定できます。osagent-optionsパラメータが指定されている場
合、この idは無視されます。

id="ping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、osagentの ping parametersを指定するカテゴリです。

id="osfind-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

osfindは Java プログラムです。ベース・クラスは、
com.inpriese.vbroker.ds.OSFindです。デフォルト・オプションはありません。デ
フォルト Java オプションは次のとおりです。

-Xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agemt.port=$OSAGENT_PORT"
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この要素に対して有効な値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きで
きます。

id="osfind-java-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

次のような、デフォルト Java オプションへの追加 Java オプションを指定できます。

-Xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agemt.port=$OSAGENT_PORT"

osagent-options が指定されている場合、この要素は無視されます。

id="osfind-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

次のような、デフォルト・オプションへの追加オプションを指定できます。

-Xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agemt.port=$OSAGENT_PORT"

osagent-options が指定されている場合、この要素は無視されます。

id="OAD"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OAD
パス : ias-component/process-type

この名前は必須で、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

module-id="Disco_OAD"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この名前は、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。
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working-dir="$DISCO_DIR/util"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : $DISCO_DIR/util
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、OAD プロセスに関連付けられているログ・ファイルの場所を指定します。

timeout="180"
必須 : ×
デフォルト値 : 120秒
有効値 :  >= 0
パス : ias-component/process-type/start

<start> 要素の全属性リストについては、第 4 章「opmn.xml の一般的な構成」を参照してく
ださい。OAD は、起動に多少時間のかかる可能性のある Java プロセスです。この属性を使
用して、タイムアウトまでの時間を調整してください。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される OAD インスタンスの数を指定しま
す。1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行する OAD インスタンスは、1 つだ
けにしてください。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、OAD の起動パラメータを指定するカテゴリです。

id="oad-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data
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oadは Java プログラムです。ベース・クラスは、
com.inprise.vbroker.activationImpl.OADservです。$ORACLE_
HOME/vbroker4/bin/oad のデフォルト・オプションは、次のとおりです。

-Xbootclasspath:$VBROKER_DIR/lib/vbjorb.jar
-Dvbroker.agent.port=$OSAGENT_PORT
-Dvbroker.se.iiop_tp.scm.iiop_tp.listener.port=0 -DJDKrenameBug=true
-Dvbroker.oad.path=¥"¥" -Dvbroker.orb.admDir=$VBROKER_ADM
(For Windows only(-Dvbroker.oad.systemRoot=$SystemRoot ))
-Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.inprise.vbroker.orb.ORB
-Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.inprise.vbroker.orb.ORBSingleton
-cp $VBROKER_DIR/lib/vbjorb.jar

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"-path $VBROKER_ADM"

この要素に対して有効な値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きで
きます。

id="oad-java-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"-path $VBROKER_ADM"

デフォルト Java オプションへ追加する追加オプションを指定できます。oad-optionsが指
定されている場合、この要素は無視されます。

id="oad-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"-path $VBROKER_ADM"

デフォルト・オプションへ追加する追加オプションを指定できます。oad-optionsが指定
されている場合、この要素は無視されます。
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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

これは、OAD の ping パラメータを指定するカテゴリです。

id="oadutil-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

oadutilは Java プログラムです。ベース・クラスは、
com.inprise.vbroker.activationImpl.OADutilです。デフォルト Java オプション
は次のとおりです。

-xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agent.port=$OSAGENT_PORT"

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"list"

この要素に対して有効な値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きで
きます。

id="oadutil-java-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト Java オプションは次のとおりです。

-xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agent.port=$OSAGENT_PORT"

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"list"

デフォルト Java オプションへ追加する追加オプションを指定できます。
oadutil-optionsが指定されている場合、この要素は無視されます。
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id="oadutil-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト Java オプションは次のとおりです。

-xbootclasspath/p:$VBROKER_HOME/lib/vbjorb.jar -Dvbroker.agent.port=$OSAGENT_PORT"

デフォルト・オプションは次のとおりです。

"list"

デフォルト・オプションへ追加する追加オプションを指定できます。oadutil-optionsが
指定されている場合、この要素は無視されます。

id="sessionserver-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、OAD によって起動されるセッション・サーバーのパラメータを指定するカテゴリ
です。

セッション・サーバーは、ユーザー・セッションの間に起動される OracleAS Discoverer プ
ロセスです。OracleAS Discoverer セッション・サーバーは、データベースへの接続やワー
クブックのオープンなどの操作を実行します。セッション・サーバーは、OracleAS 
Discoverer サーブレットまたはアプレットとデータベース間のリンクを提供します。

id="shutdown-event-name"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/opmn/bin/opmn
有効値 : 任意の既存のファイル
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Shutdown-event-nameを使用して、UNIX 上のセマフォまたは Windows 上のイベントを
作成し、OAD の停止とセッション・サーバーを連係させます。UNIX では、既存のファイ
ルを参照する必要があります。指定されたファイルが存在しない場合、OPMN はエラーを
スローしてモジュール全体を無効にします。

この値を変更することはお薦めしません。
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id="reverse-ping-interval"
必須 : ×
デフォルト値 : 300（秒単位）
有効値 : 1 以上の任意の値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

セッション・サーバーは、OPMN にリバース ping 通知を定期的に送信します。idは、
ping を実行する時間隔を設定します。デフォルトの間隔は、5 分間です。セッション・サー
バーがクラッシュした場合、OPMN には通知が送信されなくなります。サーバーからの通
知が 2 回連続して欠落すると、OPMN は、DMS ツリーからこのサーバーのエントリを削除
します。この値を変更する場合は、その変更に応じて、セッション・サーバーを起動するた
めの引数も変更してください。

id="bounce-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、OAD の bounce パラメータを指定するカテゴリです。OAD は、特定の時間周期で
毎日再起動するようスケジュールできます。セットアップをスケジュールする前に、24 時間
実行する必要があります。

id="bounce-process"
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

このデータを trueに設定すると、OAD はスケジュールどおりに再起動されます。

id="bounce-time"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 24 時間制の 00:00（時間 : 分）の書式で表される任意の値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data
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id="PreferenceServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : PreferenceServer
パス : ias-component/process-type

この名前は必須で、変更できません。この名前は、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、要素と属性は有効になりません。

module-id="Disco_PreferenceServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この名前は、プロセスのタイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けま
す。

working-dir="$DISCO_DIR/util"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : $DISCO_DIR/util
パス : ias-component/process-type

この属性は、dis51pr プロセスに関連付けられているログ・ファイルの場所を指定します。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される優先サーバーのインスタンス数を指定しま
す。1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行するインスタンスの数は、1 つだ
けにしてください。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、dis51prの起動パラメータを指定するカテゴリです。
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id="dis51pr-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51prのデフォルト・オプションは、次のとおりです。

"-ORBagentPort $OSAGENT_PORT -preference $DISCO_PREFERENCE -U"

この要素に対して有効な値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きで
きます。

id="dis51pr-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51prのデフォルト・オプションは、次のとおりです。

"-ORBagentPort $OSAGENT_PORT -preference $DISCO_PREFERENCE -U"

このデフォルト・オプションへ追加する追加オプションを指定できます。
dis51pr-optionsが指定されている場合、この要素は無視されます。
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Log Loader 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 Log Loader 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。

� Log Loader プロセス・モジュールの構成

� Log Loader の 小構成

� Log Loader の完全構成

� Log Loader の属性の説明
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Log Loader プロセス・モジュールの構成
14.1 Log Loader 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、Log Loader 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 Log Loader 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/liblogloader.so">
<module-id id="LOGLDR"/>

</module>

14.2 Log Loader 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、Log Loader の 小限の構成を示します。Log Loader 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="LogLoader" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="logloaderd" module-id="LOGLDR" working-dir="$ORACLE_HOME">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/ons.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/optic.jar" append="true"/>

</environment>
<process-set id="logloaderd" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-parameters" value="-server -Doracle.home=$ORACLE_HOME 
-Djava.security.policy=ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-parameters" value=" -Doracle.home=$ORACLE_HOME -Djava.security.policy 
=ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>

</category>
</module-data>

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

</ias-component>
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14.3 Log Loader 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、Log Loader の完全な構成を示します。これには、Log Loader 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="LogLoader" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="logloaderd" module-id="LOGLDR" working-dir="$ORACLE_HOME">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12dms.jar" 
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/ons.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/optic.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" 
append="true"/>

</environment>
<process-set id="logloaderd" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-server-Doracle.home= $ORACLE_HOME 
-Djava.security.policy=ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>
<data id="class-name" value="oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon"/>
<data id="application-parameters" value="-start -config ORACLE_HOME/diagnostics/ 
config/logloader.xml"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.home=$ORACLE_HOME 
-Djava.security.policy=ORACLE_HOME/diagnostics/ bin/java.policy"/>
<data id="class-name"value="oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon"/>
<data id="application-parameters" value="-stop"/>

</category>
</module-data>

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

</ias-component>
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14.4 Log Loader 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、Log Loader 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。

Log Loader 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="LogLoader" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、LogLoader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="LogLoader"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : LogLoader
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。

id="logloaderd"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : logloaderd
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、変更できません。

module-id="LOGLDR"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この名前は、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。
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numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される LogLoader インスタンスの数を指定
します。常に 1を指定してください。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリでは、
Java-parameters データを指定する必要があります。

id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : Java 実行可能ファイルへの任意のフル・ファイル・パス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Java 実行可能ファイルへの代替パスを指定できます。

id="java-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

パラメータ -Doracle.homeおよび -Djava.security.policyは必須であり、このセク
ションで定義する必要があります。
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id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon
有効値 : Java クラス名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、LogLoader サーバー・プロセスを起動または停止するための、デフォ
ルト以外の Java クラス名を指定できます。この idは内部使用されるもので、ユーザーが変
更することはできません。

id="application-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : 起動する場合 : -start -config $ORACLE_

HOME/diagnostics/config/logloader.xml
停止する場合 : -stop -config $ORACLE_
HOME/diagnostics/config/logloader.xml

有効値 : class-nameに指定されているクラスによって認識される、任意の有効な Java ア
プリケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、アプリケーション・パラメータを設定できます。ここで定義されるパ
ラメータにより、デフォルト値が置き換えられます。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、stop
に関連する module dataを指定できます。
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DCM デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの DCM デーモン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。

� DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成

� DCM デーモンの 小構成

� DCM デーモンの完全構成

� DCM デーモンの属性の説明
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DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成
15.1 DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成
次のコードは、DCM デーモン・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 DCM デーモン・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/libopmndcmdaemon">
<module-id id="DCMDaemon"/>

</module>

15.2 DCM デーモンの最小構成デーモンの最小構成デーモンの最小構成デーモンの最小構成
次のコードは、DCM デーモンの 小限の構成を示します。DCM デーモンの他のすべての
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="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="dcm-daemon" module-id="DCMDaemon">
<process-set id="dcm" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="jar-file" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar"/>
<data id="application-parameters" value="daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs/ 
daemon_logs -o $ORACLE_HOME"/>

</category>
</module-data>

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

</ias-component>

15.3 DCM デーモンの完全構成デーモンの完全構成デーモンの完全構成デーモンの完全構成
次のコードは、DCM デーモンの完全な構成を示します。これには、DCM デーモンに使用
できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="dcm-daemon" module-id="DCMDaemon">
<process-set id="dcm" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">
<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.ias.sysmgmt.logging.loglevel=ERROR"/>
<data id="jar-file" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar"/>
<data id="application-parameters" value="daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs 
/daemon_logs -o $ORACLE_HOME"/>

</category>
</module-data>
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</process-set>
</process-type>

</ias-component>

15.4 DCM デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明
この項では、DCM デーモン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。

DCM デーモンの属性について、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="dcm-daemon" 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 : この属性に対する有効値を示します。たとえば、dcm-daemon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="dcm-daemon"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : dcm-daemon
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。

module-id="DCMDaemon"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この id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。
この名前は必須で、変更できません。
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numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される DCM デーモン・インスタンスの数を指定
します。常に 1 を指定してください。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリでは、少
なくとも Java-parameters データを指定する必要があります。

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

Java インタプリタ（実行可能ファイル）への代替パスを指定できます。

id="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : -Doracle.ias.sysmgmt.logging.loglevel=ERROR
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドには、任意の有効な Java パラメータを指定できます。指定されたすべての
Java パラメータは、デフォルト値を上書きします。ログレベルが指定されない場合、DCM
デーモンのログレベルは ERRORに指定されます。
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id="jar-file"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar
有効値 : 有効な dcm.jarへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

このフィールドは、DCM デーモンの起動と停止を行うための JAR ファイルを指定します。
この idは必須で、変更できません。

id="application-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs/daemon_logs -o 
$ORACLE_HOME
有効値 : dcm.jars manifest.mfに指定されているメインクラスによって認識される、任
意の有効な Java アプリケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、アプリケーション・パラメータを設定できます。ここで定義されるパ
ラメータにより、デフォルト値が置き換えられます。DCM デーモンを起動するためには、
daemon、-logdirおよび -oパラメータの指定が必須です。
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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。

� カスタム・プロセス・モジュールの構成

� カスタム・プロセスの 小構成

� カスタム・プロセスの完全構成

� 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
16.1 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>

16.2 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>

16.3 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 16-1 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 16-1 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。
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カスタム・プロセスの完全構成
16.3.1 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 16-1 に、HTTP ping を
使用したカスタム・プロセスを示します。例 16-2 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 16-1 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" />
<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>
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カスタム・プロセスの属性の説明
</process-set>
</process-type>

</ias-component>

例 16-2 に、スクリプトを使用した ping の構成を示します。

例例例例 16-2 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。

16.4 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 : 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。

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
� 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 16.1 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。
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カスタム・プロセスの属性の説明
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。

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。
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カスタム・プロセスの属性の説明
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。

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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 例 16-1「カスタム・プロセスの完全構成」

� 例 16-2「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-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 の応答を待機する 大時間
として使用されます。タイムアウト時間内に応答がない場合、ping の試行は失敗したと見な
されます。
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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。

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

この章では、OPMN に対するトラブルシューティングのヒントをいつくか紹介します。こ
の章の項目は次のとおりです。

� OPMN の問題の診断

� 一般的な問題
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OPMN の問題の診断
17.1 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。

� OPMN ログ・ファイル

� opmnctl debug

� iHAT

� Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール

� 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

17.1.1 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 が管理するプロセスの標準出力および標準エラー
出力です。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、OracleAS Web Cache の標準出力ログは、WebCache~WebCacheAdmin~1のよう
になります。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連
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/ipm.log: ipm.logファイルに示されているエラー・コー
ドとメッセージを確認してください。OPMN は、このファイルにエラー・メッセージ
を生成および出力します。ipm.log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。ipm.logに記録されるログの詳細のレベルは、opmn.xml
ファイルの構成によって変更できます。デバッグ・レベルの例は、第 4 章「opmn.xml
の一般的な構成」を参照してください。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/ons.log: OPMN の ONS 部分または OPMN の初期エ
ラーをデバッグするには、ons.log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 の初期化において早いうちに発生した
エラーは、ons.logファイルに表示されます。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/service.log: （Microsoft Windows のみ）。
service.logには、サービス・コントロール・マネージャとの相互作用時に OPMN
サービスが生成するエラー・メッセージが表示されます。
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17.1.2 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。オラクル社カスタマ・サポー
ト・センターに問い合せる際、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または 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

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

お住まいの地域のオラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せる際、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。

17.1.3 iHAT
iHAT ツールは、企業のリアルタイムのグラフィカル・インタフェース表示を提供します。
iHAT は、1 つ以上の OPMN サーバーが管理するすべての Oracle Application Server プロセ
スを表示します。これには、DMS から取得される、各プロセスに関する有用なパフォーマ
ンス・メトリックなどが含まれます。システムのスナップショットは、設定された時間隔に
よって継続的に更新されます。

iHAT は、次の OTN-J（Oracle Technology Network Japan）の Web サイトからダウンロー
ドできます。

http://otn.oracle.co.jp/membership/
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17.1.4 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 コンソールは、ログ・ページを用意します。ログ・ページは、1
つの場所ですべての 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
トを有効または無効にすることができます。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されません。

17.1.5 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 4 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。

次の例 17-1 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 17-1 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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 10g 管理者ガイド』
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-timeStamp) timeStamp=$2; shift;;
-instanceName) instanceName=$2; shift;;
-componentId) componentId=$2; shift;;
-processType) processType=$2; shift;;
-processSet) processSet=$2; shift;;
-processIndex) processIndex=$2; shift;;
-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

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 17-1 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。
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17.2 一般的な問題一般的な問題一般的な問題一般的な問題
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。

� Oracle Application Server プロセスが起動しない

� 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

� opmnctl コマンド実行のタイムアウト

� 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

� opmn.xml 環境変数

� opmnctl start の予想外の動作

� opmn.xml ファイルの無効な要素

� Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）インスタンスの管理

17.2.1 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
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、OracleAS Web Cache の標準出力ログは、
WebCache~WebCacheAdmin~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。た
とえば、起動する Oracle Application Server プロセスは、Oracle Application Server 
Metadata Repository が動作していることを必要とする場合もあります。

� 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
際は、前バージョンの Oracle9iAS 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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17.2.2 Oracle Application Server プロセスに障害が発生または応答なしの状態プロセスに障害が発生または応答なしの状態プロセスに障害が発生または応答なしの状態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になっているかどうかを判断するになっているかどうかを判断するになっているかどうかを判断する

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 Application Server プロセスの ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.logをレベル 4
以上で確認します。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。

� 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 コンポーネント・ディレクトリにある Oracle Application 
Server コンポーネント固有のログ・ファイルを確認します。

� iHAT を使用して、Oracle Application Server のアクションを表示します。

17.2.3 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
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。

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。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 17.1.5 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 17.1.1 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 17.1.3 項「iHAT」
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2. opmn.xmlファイルの start要素をチェックして、リトライ属性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/discoverer/logsを確認し
ます。

5. 何らかの問題があることを示している ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.logを検証し
ます。追加情報を得るには、ログ・レベルを上げます。

6. オラクル社テクニカル・サポートに問い合せます。

あるファームの一部である Oracle Application Server インスタンスで問題が発生した場合
は、Oracle Application Server インスタンスの ons.logファイルを確認してください。
ons.logファイルの "attempting active connection init"メッセージは、現在停
止しているファームに別の OPMN が構成されていることを示します。OPMN は、停止して
いる OPMN に接続しようとしています。停止している OPMN がなぜ実行されていないかを
判断するには、上記の手順を使用してください。

17.2.4 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によって自動的に再によって自動的に再によって自動的に再
起動される起動される起動される起動される

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。

� ipm.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。

17.2.5 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 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 4 章「opmn.xml の一般的な構成」
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17.2.6 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
時により、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。

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。

17.2.7 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
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。

17.2.8 Oracle9iAS リリースリリースリリースリリース 2（（（（9.0.2 およびおよびおよびおよび 9.0.3）インスタンスの管理）インスタンスの管理）インスタンスの管理）インスタンスの管理
デフォルトでは、10g （9.0.4） opmn.xmlファイルの SSL 要素は enabledになっています。
ただし、Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）の opmn.xmlファイルでは、SSL 要素
は enabledになっていません。

Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）のインスタンスを含む Oracle Application Server
ファームがある場合は、リリース 2 の opmn.xmlファイルで SSL 要素を有効にする必要が
あります。SSL 要素の有効化手順については、『Oracle9i Application Server 管理者ガイド リ
リース 2（9.0.2）』を参照してください。
OPMN トラブルシューティング 17-9



一般的な問題
17-10　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



索引索引索引索引

A
adapter-framework, 11-8
af-class-name id, 11-8
af-string id, 11-7
ajp id, 6-4, 9-4
ajp ポート , 9-4
alert|datafeeder|performance|messaging|notification 

module-id, 10-8, 10-9
Application Server Control, 2-3, 2-6, 2-10, 17-4
application-parameters id, 15-5
async, 2-13, 2-16

B
batch id, 12-6
bounce-parameters id, 13-14
bounce-process id, 13-14
bounce-time id, 13-14

C
cache-timeout 属性 , 4-23
category 要素 , 4-14
clu, 2-19
cluster

構文 , 2-15
cmp, 2-19
command, 2-9
config-file id, 5-4, 6-6
configset id, 8-7
connect id, 8-6
count, 17-3
cpu, 2-19
custom id, 16-5

CUSTOM module-id, 16-5

D
database 要素 , 4-20
data 要素 , 4-14
db-connect-info 要素 , 8-5
DCM, 1-6
dcm-daemon id, 15-3
DCMDaemon module-id, 15-3
DCM デーモン

プロセス・モジュール , 15-2
完全構成 , 15-2

小構成 , 15-2
dependencies 要素 , 4-20
dis51pr-extra-options id, 13-16
dis51pr-options id, 13-16
DISCO_DIR id, 13-5
DISCO_DIR/util

working-dir 属性 , 13-7
DISCO_JRE id, 13-6
Disco_OAD module-id, 13-9
Disco_OSAgent module-id, 13-7
DISCO_PREFERENCE id, 13-6
Disco_PreferenceServer module-id, 13-15
Discoverer id, 13-5
dms id, 11-8
DMS port 値 , 11-6
dms-port-property-name id, 11-6

E
environment 要素 , 4-16
event-scripts 要素 , 4-29
索引索引索引索引 -1



F
farm

構文 , 2-15
-fmt

オプション , 2-18
-fmtlist

構文 , 2-18
fmtlist, 2-18
.formfactor ファイル , 2-25
-fsep

オプション , 2-18

G
general-parameters id, 12-6

H
help

opmnctl, 2-9, 2-22
HTTP ping, 16-3
HTTP_Server id, 5-3

I
ias-component, 2-13
ias-component 要素 , 4-19
ias-instance 属性 , 4-26
ias-instance 要素 , 4-16
IASPT id, 9-3
IASPT module-id, 9-3
idx, 2-19
iHAT, 2-26, 17-3
im-class-name id, 11-7
im-string id, 11-7
ins, 2-19
instance

構文 , 2-15
instance 値 , 8-7
integration-manager, 11-8
interval, 13-7, 17-3
ipaddr 要素 , 4-4
ipm.log, 17-2, 17-7, 17-8
ip-parameters id, 11-5

J
jar-file id, 15-5
java options id, 6-5
java-bin id, 6-6, 10-10
justification, 2-19

L
-l

オプション , 2-18
LD_LIBRARY_PATH id, 13-6
Log Loader

プロセス・モジュール , 14-2
完全構成 , 14-3

小構成 , 14-2
log-dir, 11-6
log-file 要素 , 4-6, 4-9
LOGLDR module-id, 14-4
LogLoader id, 14-4
logloaderd id, 14-4

M
managed-process 要素 , 4-26
max_retry, 2-22
mem, 2-19
mode, 2-13
module, 4-11
module-data 要素 , 4-13
module-id 要素 , 4-15
module 要素 , 4-11

N
-noheaders

オプション , 2-18
no-reverseping-failed-ping-limit id, 5-6, 6-7
notification-server 要素 , 4-4
numprocs, 5-4
numprocs 属性 , 5-4, 7-4
numprocs 要素 , 5-4

O
OAD id, 13-9
oad-extra-options, 13-11
索引索引索引索引 -2



oad-java-options, 13-11
oadutil-extra-options id, 13-13
oadutil-java-options id, 13-12
OC4J

プロセス・モジュール , 6-2
完全構成 , 6-2

小構成 , 6-2
OC4J id, 6-4
OC4J module-id, 6-4
oc4j-options id, 6-6
OC4J 要素 , 6-4
OHS module id, 5-3
OID id, 8-4
OID module-id, 8-4
oidmon-parameters id, 8-5
OID 要素 , 4-21
ONS, 4-5
ONS（Oracle Notification Server）, 2-4
ons.log, 17-2, 17-8
OPMN, 1-2, 1-5, 2-2, 2-3, 2-6

ログ・ファイル , 17-2
機能 , 2-2

opmnctl, 1-3, 2-3, 2-10
help, 2-9, 2-22
options, 2-18
ping, 2-9, 2-22
reload, 2-9, 2-12
restartproc, 2-9, 2-13
shutdown, 2-9, 2-11
start, 2-9, 2-11
startall, 2-9, 2-11
startproc, 2-9, 2-13
status, 2-9, 2-20
stopall, 2-9, 2-11
stopproc, 2-9, 2-12, 2-13
usage, 2-9, 2-12, 2-23
validate, 2-9, 2-24
verbose, 2-17
クイック・リファレンス , 2-9
コマンド定義 , 2-15
プロセス制御コマンド , 2-13
構文 , 2-9

opmnctl debug, 17-3
opmnctl usage status, 2-21
opmnctl validate, 17-6
opmnctl コマンド , 2-9
opmnctl の属性 , 2-16

opmn.xml ファイル , 1-6, 2-5, 2-6
OPMN デーモン , 2-11, 2-13
OPMN の起動 , 3-2
opmn 要素 , 4-4
OPMN ローカル・リスナー , 2-25
options, 2-9

opmnctl, 2-18
Oracle Enterprise Manager Application Server 

Control, 2-6
Oracle HTTP Server

プロセス・モジュール , 5-2
完全構成 , 5-2

小構成 , 5-2
Oracle Internet Directory

プロセス・モジュール , 8-2
完全構成 , 8-3

小構成 , 8-2
Oracle Notification Server，「ONS」を参照
Oracle Process Manager モジュール，「PM モジュー

ル」を参照 , 2-5
Oracle Process Manager，「PM」を参照 , 2-5
Oracle Wallet, 4-8
OracleAS Discoverer

プロセス・モジュール , 13-2
完全構成 , 13-3

小構成 , 13-2
OracleAS Port Tunnel

プロセス・モジュール , 9-2
完全構成 , 9-2

小構成 , 9-2
OracleAS ProcessConnect

プロセス・モジュール , 11-2
完全構成 , 11-3

小構成 , 11-2
OracleAS Reports Services, 12-2

インプロセス・モード , 12-2, 12-3, 12-4
スタンドアロン・モード , 12-2, 12-3, 12-4
プロセス・モジュール , 12-2
完全構成 , 12-3

OracleAS Web Cache
プロセス・モジュール , 7-2
完全構成 , 7-2

小構成 , 7-2
OracleAS Wireless

プロセス・モジュール , 10-2
完全構成 , 10-4

小構成 , 10-2
索引索引索引索引 -3



OSAgent id, 13-6
OSAGENT_PORT id, 13-5
osagent-extra-options, 13-8
osagent-options id, 13-8
osfind-java-options, 13-9
osfind-options id, 13-8
OSSO 要素 , 4-24

P
path 属性 , 4-6
pid, 2-19
ping

opmnctl, 2-9, 2-22
カスタム・モジュール , 16-3

ping parameters カテゴリ , 5-5
ping timeout, 17-8
ping-host id, 16-8
ping-limit id, 16-9
ping-parameters id, 13-8, 13-12, 16-7
ping-port id, 16-9
ping-timeout id, 16-9
ping-type id, 16-8
ping-url id, 5-5, 16-8
ping 要素 , 4-33
PM, 2-5

モジュール , 1-6
PM モジュール , 2-5
por, 2-19
port 要素 , 4-5, 4-34
post-crash

イベント・スクリプト , 1-4
post-crash 要素 , 4-31
PreferenceServer id, 13-15
pre-start

イベント・スクリプト , 1-4
pre-stop

イベント・スクリプト , 1-4
pre-stop 要素 , 4-30
ProcessConnect id, 11-4
process-manager 要素 , 4-9
process-modules 要素 , 4-11
process-set, 2-13
process-set-id 属性 , 4-26
process-set 要素 , 4-35
process-type, 2-13
process-type-id 属性 , 4-26

process-type 要素 , 4-28
prs, 2-19
prt, 2-19
Put Path_value here 値 , 12-6

R
range, 11-8
range 属性 , 6-5
range 値 , 9-4
ready-parameters id, 16-10
reload

opmnctl, 2-9, 2-12
ReportsModule module-id, 12-5
/reports/rwservlet/pingserver?start=auto id, 12-7
ReportsServer1 id, 12-5
restart timeout, 10-12
restart-args id, 16-7
restart-executable id, 16-7
restart-on-death 属性 , 7-4
restart-parameters id, 6-7
restart-parameters カテゴリ , 5-5
restartproc

opmnctl, 2-9, 2-13
restart 要素 , 4-33
reverseping-failed-ping-limit id, 5-6, 6-8
reverseping-failed-ping-limit 要素 , 6-8
reverse-ping-interval id, 13-14
reverseping-timeout id, 5-6, 6-7
rmi id, 6-4
-rsep

オプション , 2-18
run-oidctl id, 8-7

S
scope, 1-3, 2-9, 2-15
script-args id, 16-10
script-executable id, 16-10
sessionserver-parameters id, 13-13
shutdown

opmnctl, 2-9, 2-11
shutdown-command id, 11-7
shutdown-event-name id, 13-13
sleep id, 8-6
SSL, 2-25
ssl, 4-22
索引索引索引索引 -4



SSL 要素 , 17-9
ssl 要素 , 4-8, 4-24
sta, 2-19
standard out 出力ログ , 17-6
start

opmnctl, 2-9, 2-11
startall

opmnctl, 2-9, 2-11
start-args id, 16-6
start-command id, 11-6
start-executable id, 16-5
startodisrv id, 8-8
startoidldapd id, 8-8
startoidrepld id, 8-8
start-parameters id, 6-5
start-parameters カテゴリ , 5-4
startproc

opmnctl, 2-9, 2-13
start 要素 , 4-32, 17-7
statname, 2-19
status

opmnctl, 2-9, 2-20
stm, 2-19
stop timeout, 10-12
stopall

opmnctl, 2-9, 2-11
stop-args id, 16-6
stop-executable id, 16-6
stop-parameters id, 6-6
stopproc

opmnctl, 2-9, 2-12, 2-13
stop 要素 , 4-32
sync, 2-13, 2-16

T
targets.xml ファイル , 9-3
timeout, 2-13, 2-16
timeout 属性 , 4-23, 17-7
tnsnames.ora ファイル , 8-5
typ, 2-19

U
uid, 2-18, 2-19
uniqueid, 2-14, 2-18
urlping-parameters id, 12-7

usage
opmnctl, 2-9, 2-12, 2-23

use-ping-for-ready id, 16-10
utm, 2-19

V
validate

opmnctl, 2-9, 2-24
variable 要素 , 4-17
VBROKER_DIR id, 13-5
VBROKER_HOME id, 13-5
verbose, 2-9

opmnctl, 2-17

W
Wallet ファイル , 2-26
WebCache id, 7-3
WebCache module-id, 7-4
WebCacheAdmin id, 7-3
width, 2-19
wireless id, 10-8
working-dir 属性 , 4-28, 8-4

DISCO_DIR/util, 13-7

ああああ
値 , 2-16

構文 , 2-16
暗黙的，OPMN が管理するコンポーネント , 1-2
イベント・スクリプト , 1-4, 17-4

post-crash, 1-4
pre-start, 1-4
pre-stop, 1-4

イベント・スクリプトの引数 , 4-29
インプロセス・モード

OracleAS Reports Services, 12-2, 12-3, 12-4
オプション

-fmt, 2-18
-fsep, 2-18
-l, 2-18
-noheaders, 2-18
-rsep, 2-18
索引索引索引索引 -5



かかかか
カスタム

プロセス・モジュール , 16-2
カスタム・プロセス

完全構成 , 16-2
小構成 , 16-2

カスタム・モジュール
ping, 16-3

完全構成
DCM デーモン , 15-2
Log Loader, 14-3
OC4J, 6-2
Oracle HTTP Server, 5-2
Oracle Internet Directory, 8-3
OracleAS Discoverer, 13-3
OracleAS Port Tunnel, 9-2
OracleAS ProcessConnect, 11-3
OracleAS Reports Services, 12-3
OracleAS Web Cache, 7-2
OracleAS Wireless, 10-4
カスタム・プロセス , 16-2

起動
リモート・インスタンス , 3-2
ローカル・インスタンス , 3-2
複数のインスタンス , 3-3

起動順序の依存関係 , 1-4
クイック・リファレンス

opmnctl, 2-9
構文 , 2-16

cluster, 2-15
farm, 2-15
-fmtlist, 2-18
instance, 2-15
opmnctl, 2-9
opmnctl help, 2-22
opmnctl ping, 2-22
opmnctl reload, 2-12
opmnctl restartproc, 2-13
opmnctl shutdown, 2-11
opmnctl start, 2-11
opmnctl startall, 2-11
opmnctl startproc, 2-13
opmnctl status, 2-20
opmnctl stopall, 2-11
opmnctl stopproc, 2-13
opmnctl usage, 2-23

opmnctl validate, 2-24
opmnctl verbose, 2-17
opmnctl のオプション , 2-18
scope, 2-15
属性 , 2-16
値 , 2-16

子プロセス , 2-26
コマンド定義

opmnctl, 2-15
コンポーネント，OPMN による管理 , 1-2

ささささ
小構成
DCM デーモン , 15-2
Log Loader, 14-2
OC4J, 6-2
Oracle HTTP Server, 5-2
Oracle Internet Directory, 8-2
OracleAS Discoverer, 13-2
OracleAS Port Tunnel, 9-2
OracleAS ProcessConnect, 11-2
OracleAS Reports Services, 12-2
OracleAS Web Cache, 7-2
OracleAS Wireless, 10-2
カスタム・プロセス , 16-2

スクリプト ping, 16-3
スタンドアロン・モード

OracleAS Reports Services, 12-2, 12-3, 12-4
属性

構文 , 2-16
属性名 , 2-14

たたたた
タイムアウト値 , 2-11
停止

リモート・インスタンス , 3-2
ローカル・インスタンス , 3-2
複数のインスタンス , 3-3

デフォルトの起動時間 , 17-7

はははは
パブリッシュ・サブスクライブ・モデル , 2-4
フォーム・ファクタ鍵 , 2-25
複数のインスタンス
索引索引索引索引 -6



起動 , 3-3
停止 , 3-3

プロセス制御コマンド
opmnctl, 2-13

プロセス・モジュール
DCM デーモン , 15-2
Log Loader, 14-2
OC4J, 6-2
Oracle HTTP Server, 5-2
Oracle Internet Directory, 8-2
OracleAS Port Tunnel, 9-2
OracleAS ProcessConnect, 11-2
OracleAS Reports Services, 12-2
OracleAS Web Cache, 7-2
OracleAS Wireless, 10-2
カスタム , 16-2

まままま
明示的，OPMN が管理するコンポーネント , 1-2
モジュール

PM, 1-6, 2-5

やややや
要素の例 , 4-2

らららら
リクエスト検証 , 2-25
リモート・インスタンス

起動 , 3-2
停止 , 3-2

リモート・ポート , 2-26
リモート・リクエスト , 2-26
ローカル・インスタンス

起動 , 3-2
停止 , 3-2

ローカル・ポート , 2-26
ログ・ファイル

OPMN, 17-2
ログ・ページ , 17-4
索引索引索引索引 -7



索引索引索引索引 -8


	Oracle Process Manager and Notification Server管理者ガイド, 10g（9.0.4）
	目次
	はじめに
	対象読者
	このマニュアルの構成
	関連ドキュメント
	表記規則

	1 OPMNの新機能
	1.1 追加されたOracle Application Serverコンポーネント管理
	1.2 新規コマンド
	1.3 起動順序の依存関係
	1.4 イベント・スクリプト
	1.5 便利な監視機能
	1.6 オペレーティング・システム・レベルの統計
	1.7 opmn.xmlに対する変更
	1.8 DCM

	2 OPMN: 概要
	2.1 OPMNについて
	2.2 OPMNの機能
	2.2.1 Oracle Notification Server
	2.2.2 Oracle Process Manager
	2.2.3 PMモジュール

	2.3 OPMNが管理するOracle Application Serverコンポーネント
	2.3.1 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Controlコンソール

	2.4 OPMN 構成ファイル
	2.5 自動再起動
	2.6 opmnctlコマンドの保存場所
	2.6.1 opmnctlの構文

	2.7 opmnctlコマンド・クイック・リファレンス
	2.8 opmnctlコマンドの詳細
	2.8.1 サーバー制御コマンド
	2.8.2 プロセス制御コマンド
	2.8.3 コマンド定義
	2.8.4 ステータス・コマンド
	2.8.5 ヘルプ・コマンド

	2.9 OPMN ログ・ファイル
	2.10 セキュリティ
	2.10.1 リモート・セキュリティ

	2.11 iHAT

	3 OPMNの使用
	3.1 OPMNの起動
	3.2 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
	3.3 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
	3.4 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
	3.5 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
	3.6 複数のOracle Application Serverインスタンス環境の起動および停止
	3.7 Oracle Application Serverファームのコンポーネントの起動

	4 opmn.xmlの一般的な構成
	4.1 opmn.xmlの要素および属性の例
	4.2 opmn.xmlの要素および属性について

	5 Oracle HTTP Serverの構成
	5.1 Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成
	5.2 Oracle HTTP Serverの最小構成
	5.3 Oracle HTTP Serverの完全構成
	5.4 Oracle HTTP Serverの属性の説明

	6 OC4Jの構成
	6.1 OC4Jプロセス・モジュールの構成
	6.2 OC4Jの最小構成
	6.3 OC4Jの完全構成
	6.4 OC4Jの属性の説明

	7 Oracle Application Server Web Cacheの構成
	7.1 OracleAS Web Cacheプロセス・モジュールの構成
	7.2 OracleAS Web Cacheの最小構成
	7.3 OracleAS Web Cacheの完全構成
	7.4 OracleAS Web Cacheの属性の説明

	8 Oracle Internet Directoryの構成
	8.1 Oracle Internet Directoryプロセス・モジュールの構成
	8.2 Oracle Internet Directoryの最小構成
	8.3 Oracle Internet Directory の完全構成
	8.4 Oracle Internet Directoryの属性の説明

	9 Oracle Application Server Port Tunnelの構成
	9.1 OracleAS Port Tunnelプロセス・モジュールの構成
	9.2 OracleAS Port Tunnelの最小構成
	9.3 OracleAS Port Tunnelの完全構成
	9.4 OracleAS Port Tunnelの属性の説明

	10 Oracle Application Server Wirelessの構成
	10.1 OracleAS Wirelessプロセス・モジュールの構成
	10.2 OracleAS Wirelessの最小構成
	10.3 OracleAS Wirelessの完全構成
	10.4 OracleAS Wirelessの属性の説明

	11 Oracle Application Server ProcessConnectの構成
	11.1 OracleAS ProcessConnectモジュールの構成
	11.2 OracleAS ProcessConnectの最小構成
	11.3 OracleAS ProcessConnectの完全構成
	11.4 OracleAS ProcessConnectの属性の説明

	12 Oracle Application Server Reports Servicesの構成
	12.1 概要
	12.2 OracleAS Reports Servicesプロセス・モジュールの構成
	12.3 OracleAS Reports Servicesの最小構成
	12.3.1 インプロセスOracleAS Reports Servicesサーバー
	12.3.2 スタンドアロンOracleAS Reports Servicesサーバー

	12.4 OracleAS Reports Servicesの完全構成
	12.4.1 インプロセスOracleAS Reports Servicesサーバー
	12.4.2 スタンドアロンOracleAS Reports Servicesサーバー

	12.5 OracleAS Reports Servicesの属性の説明

	13 Oracle Application Server Discovererの構成
	13.1 OracleAS Discovererプロセス・モジュールの構成
	13.2 OracleAS Discovererの最小構成
	13.3 OracleAS Discovererの完全構成
	13.4 OracleAS Discovererの属性の説明

	14 Log Loaderの構成
	14.1 Log Loaderプロセス・モジュールの構成
	14.2 Log Loaderの最小構成
	14.3 Log Loaderの完全構成
	14.4 Log Loaderの属性の説明

	15 DCMデーモンの構成
	15.1 DCMデーモン・プロセス・モジュールの構成
	15.2 DCMデーモンの最小構成
	15.3 DCMデーモンの完全構成
	15.4 DCMデーモンの属性の説明

	16 カスタム・プロセスの構成
	16.1 カスタム・プロセス・モジュールの構成
	16.2 カスタム・プロセスの最小構成
	16.3 カスタム・プロセスの完全構成
	16.3.1 ping

	16.4 カスタム・プロセスの属性の説明

	17 OPMNトラブルシューティング
	17.1 OPMNの問題の診断
	17.1.1 OPMNログ・ファイル
	17.1.2 opmnctl debug
	17.1.3 iHAT
	17.1.4 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Controlコンソール
	17.1.5 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

	17.2 一般的な問題
	17.2.1 Oracle Application Serverプロセスが起動しない
	17.2.2 Oracle Application Serverプロセスに障害が発生または応答なしの状態になっているかどうかを判断する
	17.2.3 opmnctlコマンド実行のタイムアウト
	17.2.4 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
	17.2.5 opmn.xml環境変数
	17.2.6 opmnctl startの予想外の動作
	17.2.7 opmn.xmlファイルの無効な要素
	17.2.8 Oracle9iAS リリース2（9.0.2および9.0.3）インスタンスの管理


	索引


