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はじめにはじめにはじめにはじめに

対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、次の方を対象読者とします。

� 管理者 － データベース内での Java開発以外の目的で、Oracle8iを購入された方。 ただ
し、管理面について、Oracle8i Java特性の詳細を知りたい場合は、『Oracle8i Java開発
者ガイド』を参照してください。

� 非 Java開発者 － Oracleデータベースのプログラミングは、PL/SQLおよびその他の
Java以外のプログラミングで構成されます。 PL/SQLの経験者で、Javaに慣れていない
開発者のために、『Oracle8i Java開発者ガイド』の第 1章では、Javaの簡単な概要とオ
ブジェクト指向の概念を説明しています。 Javaに関する詳細情報については、この章の
最後の「Java情報リソース」を参照してください。 

� Java開発者 － Java開発者は、Sun Microsystems社の仕様に準拠する Java環境に慣れて
います。 ただし、Javaがデータベースに結合されている場合は、Javaとデータベースの
両方の概念が結合されます。 このため、Oracle8i内の Java環境は拡張されて、データ
ベースの問題も扱うようになります。 このマニュアルの多くの部分で、データベースで
の Javaの実行を理解するために必要な相違点を扱っています。 次に、この概念の結合に
より生じる 2つの環境を概説します。

* Java環境 － Oracle8iは、Javaの使用する環境を提供し、すべての 100% Pure 
Javaコードが機能します。 Oracle8i JVMでは、クラスおよびそのクラスが存在
する環境の管理方法に関して、Java開発に影響を与えます。 たとえば、クラス
はデータベースにロードする必要があります。 また、Oracle8iモデル内のクラ
イアントとサーバーは明確に区別されています。

* データベース環境 － Javaオブジェクトを管理するためにデータベース概念を
認識する必要があります。 このマニュアルでは、明確に定義されている 2つの
レルム、Oracle8iデータベースと Java環境を適合させる方法を概説します。 た
とえば、セキュリティ・ポリシーを決定する場合には、全体のセキュリティ・
ポリシーのために、データベース・セキュリティと Javaセキュリティの両方
を考慮する必要があります。 
vii



JavaServer Pagesについての詳しい説明は、『Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。

Java情報リソース情報リソース情報リソース情報リソース
『Oracle8i Java Tools リファレンス』には、Oracle Servlet Engineの管理に使用するすべての
コマンドのリストと説明が示されています。

次の表に、Javaプログラミング・ドキュメント・セットで説明されている現在の情報のソー
スをリストします。

お近くの書店やオンラインの書店には、参考用の Javaリファレンスが多数用意されていま
す。 初心者向けの資料のリストは、 『Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレ
ンス』で参照できます。またこれらの資料は、一般的なリファレンスとしても使用できま
す。

場所場所場所場所 説明説明説明説明

http://www.oracle.com/java Oracle8iデータベースの Javaに関する最新製品、更新情報
およびニュース。 このサイトには、よくある質問（FAQ）、
更新された JDBCドライバ、SQLJリファレンス実装、およ
び Javaアプリケーション開発について詳述する白書が含ま
れています。 また、このサイトから評価および購入用の
Javaツールをダウンロードできます。

http://java.sun.com/ Javaの中心的なソースである Sun Microsystems社のWeb
サイト。 このサイトには、チュートリアル、推奨文献、Java 
Developer's Kit (JDK)などの、Java製品や情報が示されて
います。 JDKは、http://java.sun.com/productsに
あります。

http://java.sun.com/docs/books/jls

http://java.sun.com/docs/books/vmspec

Oracle8i JVMは、Java言語仕様（JLS）および Java仮想マ
シン（JVM）仕様に基づいています。 

comp.lang.java.programmer

comp.lang.java.databases

インターネット・ニュースグループは、他の Java開発者か
らの Javaに関する情報を得る貴重なソースです。 これらの
2つのニュースグループをモニターすることをお薦めしま
す。 
注意注意注意注意 : オラクル社は、これらのニュースグループのいくつ
かのアクティビティをモニターし、Oracle固有の問題に対
する回答を投稿しています。
viii Oracle8i Oracle Servlet Engine ユーザーズ・ガイド



概

1

概要概要概要概要

Oracle Servlet Engine（OSE）は、Oracle8iデータベース内部のスケーラブルなサーブレッ
ト・コンテナとして設計された、特殊なWebサーバーとして機能します。

サーブレット・クラスは、loadjavaコマンドを使用して、Oracle8iにロードされ、データ
ベース内部の名前空間で公開されます。 サーブレット・コンテナは、HTTP要求を処理し、
セッション内で公開されたサーブレットをインスタンス化して、サーブレットのメソッドを
コールします。 

この章では、次の項目について図を使用して説明します。

� Webアプリケーションの使用

� Webサービス

� 制御階層の概要

� セキュリティ

ドメイン、コンテキストおよびサーブレットを定義するには、作成用コマンドの 1つを使用
します。 すべてのコンテンツは、サーブレットによって提供されます。 サーブレットの位置
は、クライアントにより URL形式で定義されます。 
要 1-1



Webアプリケーションの使用
Webアプリケーションの使用アプリケーションの使用アプリケーションの使用アプリケーションの使用
Webページは、ハイパーリンク、図形およびフォーマットされたテキスト表示を表す静的な
HTMLでの記述のみを含むHTMLファイルとして定義されます。 Webアプリケーションは、
静的ページよりもインタラクティブなコンテンツをユーザーに提供します。 HTMLコンテン
ツをサーブレットで拡張すると、動的なコンテンツを作成することができ、Webページが
Webアプリケーションとなります。

セッション・メモリーおよび拡張性セッション・メモリーおよび拡張性セッション・メモリーおよび拡張性セッション・メモリーおよび拡張性
OSEは、仮想的かつ無制限な、線形性の拡張性を目的として設計されています。各ブラウ
ザ・セッションを単一の仮想的な Java仮想マシン（JVM）と組み合せて、複数の仮想的な
JVMを存在させることが可能です（図 1-1「仮想的な JVMと組み合されたブラウザ・セッ
ション」を参照）。 仮想的な JVMのセッションをサポートするデータベース・プラット
フォームでの唯一の制限は、一時点に扱えるハードウェアの容量のみです。 詳細は、
『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。 
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Webアプリケーションの使用
図図図図 1-1 仮想的な仮想的な仮想的な仮想的な JVMと組み合されたブラウザ・セッションと組み合されたブラウザ・セッションと組み合されたブラウザ・セッションと組み合されたブラウザ・セッション

OSEは静的ページを使用することも、CGIスクリプトを実行することもできますが、本来、
Apache、Netscape、IISなどの標準のWebサーバーの背後で動作するサーブレット・コン
テナとして配置されることが目的です。 第 5章「Oracle OSEの Apacheモジュール」を参照
してください。

OSEとその他のサーブレット・エンジンとの相違点の 1つに、使用するデータベース・セッ
ションの設計方法があります。 ブラウザ・セッションは、サーブレット・セッションを生成
します。 データベース・セッションには、特定のブラウザ・セッション用に作成されたすべ
ての HTTPセッションのオブジェクトが格納されます。 データベース・セッション・メモ
リーを使用すると、オブジェクトは要求（接続）が終了した後も削除されません。 ただし、
データベース・セッションが終了するとオブジェクトは削除されます。
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Webアプリケーションの使用
データベース内のデータベース内のデータベース内のデータベース内の OSE
OSEは、Webアプリケーションをサポートする Oracle8i内部で実行される組込みWebサー
バーです。 各セッション（仮想的な Java VM）では、次の項目が実行されます。

� JavaServer Page (JSP)

� サーブレット

� Javaストアド・プロシージャ

データベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッション
セッションは、明示的にまたは管理者が設定したタイムアウトで終了します。 詳細は、第 6
章「OSE サーバー構成」を参照してください。

OSE 固有の属性は次のとおりです。

� すべてのサーブレットは、データベース・セッションによりサポートされるブラウザ・
セッションでアクティブになります。

� 各データベース・セッションには独自の仮想的な JVMがあります。各データベース・
セッションには ブラウザ・セッションごとに 1つずつ、複数の仮想的な JVMがありま
す。 

� OSEでは、セッションごとに 1つの仮想的な JVMを使用し、各ブラウザ・セッションか
らセッションとそれらの静的変数を切り離します（ブラウザ・セッションごとに新しい
スレッドは生成されません）。

� データベース・セッションには、特定のブラウザ・セッション用に作成されたすべての
HTTPセッション・オブジェクトが格納されます。

� HTTPセッションは、サーブレットの要求に応じて、ステートフルなサーブレット・コ
ンテキストごとにアクティブになります。

� Oracleのモジュール、mod_oseは、Oracle HTTP Server（Apache）と、Oracle Servlet  
Engine（OSE）を格納している Oracle8iデータベース間のレイヤーを提供します。
mod_oseは、ポート、サーバーおよびWebドメインを通信変数を設定して定義します。
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Webサービス
Webサービスサービスサービスサービス
OSEは、1つ以上のWebサービスに対する実行コンテキストとして機能します。 Webサー
ビスを作成する場合は、名前空間でサービスのルートを指定する必要があります。 サービス
のルートは、Webサービス全体のドメイン情報を格納する最上位レベルになります。

OSEでWebサービスを構成する場合は、Webサービス、そのエンド・ポイント、Webドメ
インおよびサーブレット・コンテキストを作成します。 Webサービスは、1つ以上のネット
ワーク・エンド・ポイントと対応付けられます。 HTTPクライアントは、Webサービスのエ
ンド・ポイントに接続して、対応付けられているWebドメインの 1つからコンテンツを取
得します。 また、名前空間内の情報に、要求を処理および実行するよう定義されたパスとポ
イントが含められるように、すべての属性を設定する必要があります。

OSEは、次の 2つのタイプのWebサービス構成をサポートします。 

� シングル・ドメイン

� マルチ・ドメイン

ほとんどの場合、シングル・ドメインのWebサービスで十分対応できます。 シングル・ポー
トでリスニングし（以降、すべての例で 8080を使用）、固有のドメインにエンド・ポイント
で受信したすべての要求が送信されるように、Webサービスを構成します。 

HTTPSをサポートするには、追加のエンド・ポイントをシングル・ドメインのWebサービ
スに対応付けます。 このエンド・ポイントは、別のポート（以降、すべての例で 9090を使
用）をリスニングし、SSL接続用に構成できます。

マルチ・ドメインのWebサービスは、次の場合のような、複雑な構成で使用します。 

� 仮想ホスト構成で、複数のインターネット・ドメイン名システム（DNS）名を持つ 1つ
のサーバーが、複数のWebドメインに対応する場合。

� 複数の IPアドレス構成で、複数のネットワーク・インタフェース・カード（NIC）を持
つサーバーが、複数のWebドメインに対応する場合。

マルチ・ドメインでは、ネットワークで、IPアドレスまたはホスト名のいずれか、あるいは
その両方が使用されて、要求された接続が確立され、適切なドメインに要求がルーティング
されます。
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Webサービス
Webドメインドメインドメインドメイン
Webドメインにはサーブレット・コンテキストが格納されますが、IPおよび仮想ホストの
マルチ・ドメインのWebサービスの場合は、別のWebドメインが格納されます。 

HTTP要求に対してWebドメインは、URLのアドレス部分で識別されます。 Webドメイン
のルートは、格納されているWebサービスのサービス・ルートになります。

各ドメインの構成パラメータは、Webドメインのディレクトリ・ツリーの configオブ
ジェクト内にあります。  これらの構成は、図 1-2「シングル・ドメインの名前空間モデルの
構造」および図 1-3「仮想ホストを持つマルチ・ドメイン、マルチホームの例」に示されて
います。 configオブジェクトは構造の最上位レベルにあることに注意してください。

次に、Webドメインの階層について説明します。

� Webドメインには、スキーマ名前空間ディレクトリ所有者と一致する所有者がいます。

� シングル・ドメインの場合、サービス・ルートは、WebドメインとWebサービス両方
のルートになります。 （1-7ページの図 1-2「シングル・ドメインの名前空間モデルの構
造」を参照してください。）

� IPホスト・ドメインの場合は、Webドメイン名は、サービス・ルートに位置するホスト
名になります。 （1-7ページの図 1-3を参照してください。）

� 仮想ホスト・ドメインの場合は、Webドメイン名はサービス・ルートに位置する仮想ホ
スト名になります。 （1-7ページの図 1-3を参照してください。）

� ドメイン・ルート内にある /contextsサブディレクトリには、サーブレット・コンテ
キスト・ディレクトリが格納されます。

� 公開されたサーブレットは、/named_servletsディレクトリ下に位置します。

� /named_servletsディレクトリは、名前空間のオブジェクト、config、
httpSecurity、 policy、 defaultservletおよび doc_rootの構成パラメータと
並列関係にあります。

� doc_rootオブジェクトは、クライアントの静的コンテンツに対するポインタ（ソフ
ト・リンク）です。 

名前空間を示すディレクトリ構造によって、Webドメインを構成する要素の検索および操作
が可能です。 各ファイルおよびディレクトリは、コンテンツを示すファイルではなく、実際
は Oracle8i内のプロパティを持つオブジェクトです。 ただし、この説明のほとんどの部分で
は、ツールを使用してWebドメインを作成しているので、ディレクトリとファイルのモデ
ルで説明できます。

注意注意注意注意 : Webドメインの構造をデフォルトと異なる構成に変更するには、
『Oracle8i Java Tools リファレンス』で説明するツールを使用します。
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Webサービス
シングル・ドメインシングル・ドメインシングル・ドメインシングル・ドメイン
たとえば、http://cavist.com:8080/cellar/welcome.htmlという URLが、シング
ル・ドメインに送信されると、要求は、cavist.comという名前のホストの、ポート 8080
でリスニングするWebサービスにアクセスします。

例例例例 1-1 シングル・ドメインシングル・ドメインシングル・ドメインシングル・ドメイン :  URL内のポート関係とドメイン・ルート内のポート関係とドメイン・ルート内のポート関係とドメイン・ルート内のポート関係とドメイン・ルート

図図図図 1-2 シングル・ドメインの名前空間モデルの構造シングル・ドメインの名前空間モデルの構造シングル・ドメインの名前空間モデルの構造シングル・ドメインの名前空間モデルの構造

 http://cavist.com:8080/cellar/welcome.html

エンドポート構成、ポート 8080

ホストの名前は DNSルーティングで認識されます
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Webサービス
マルチ・ドメインマルチ・ドメインマルチ・ドメインマルチ・ドメイン
マルチ・ドメインのWebサービスを設定する場合、Webドメイン名はサービス・ルートの
設定に依存します。 マルチ・ドメインの例として、複数の仮想ホストと結合されているマル
チホーム構成（マシン上の複数の IPアドレス）を図 1-3に示します。 

たとえば、IPアドレス、10.1.1.20で定義されているドメイン内の、仮想ホスト、
cavist.comは、別の IPアドレスと仮想ホストの組み合わせ（jones.comをホストする
10.1.1.30など）として、同一の構造ネーミング・パターンを持つことができます。この場
合、同じサービス・ルートを共有します。 名前は、下位のディレクトリがドメイン名で一意
に定義されるように、1つのパスで定義します。

例例例例 1-2 マルチ・ドメインマルチ・ドメインマルチ・ドメインマルチ・ドメイン :  URL内のポート関係とサービス・ルート内のポート関係とサービス・ルート内のポート関係とサービス・ルート内のポート関係とサービス・ルート

 http://cavist.com:8080/tasting

 Webドメイン = 10.1.1.20/cavist.com

 ポート 8080

 http://cavist.com:8080/tasting

 Webドメイン = 10.1.1.20/cavist.comDNS名 = cavist.com 
（cavist.comは、10.1.1.20にマップされます）
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Webサービス
図図図図 1-3 仮想ホストを持つマルチ・ドメイン、マルチホームの例仮想ホストを持つマルチ・ドメイン、マルチホームの例仮想ホストを持つマルチ・ドメイン、マルチホームの例仮想ホストを持つマルチ・ドメイン、マルチホームの例 
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Webサービス
サーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキスト
サーブレット・コンテキストは、OSEへロードされるアプリケーションとして考えます。 
サーブレット・コンテキストは、同じ仮想パスの下でアクセス可能なサーブレット、構成パ
ラメータ、JSPおよびファイルシステム上の静的コンテンツに対するポインタのセットです。 
サーブレット・コンテキストは、通常 URLのパスの最初のセグメントとして識別できます。

サーブレット・コンテキストには、Webサーバーがそのコンテンツを使用する場合の動作
（セキュリティ、タイムアウト、MIMEタイプ、サーブレットへの仮想パスの拡張のマッピ
ング、ステートフル性）の設定が含まれます。OSEは、その親から構成プロパティを継承で
きるネストしたサーブレット・コンテキストをサポートします。

実際には、次のようになります。

� サーブレット・コンテキストの親ディレクトリ、/contextsは、そのドメイン・ルー
ト・ディレクトリの名前空間でのサブディレクトリです。

� winecellarサーブレット・コンテキストは、<domain root>/contexts/winecellar 
ディレクトリに格納されます。

� サーブレット・コンテキスト・ディレクトリには、その構成パラメータ、静的ドキュメ
ント・ルートへのポインタ、サーブレットを格納するサブディレクトリ、
named_servletsが格納されます。 

サーブレット・コンテキストの設定情報は、servlet contextディレクトリ内の名前空間
オブジェクト、configです。 図 1-2「シングル・ドメインの名前空間モデルの構造」を見る
と、<servlet context1>ディレクトリの下に configオブジェクトがあるのがわかりま
す。

configオブジェクトに、/winecellarへのマップとしてエントリ /cellar が指定され
ている場合、URL、http://cavist.com:8080/cellar/welcome.htmlでは、Webド
メイン cavist.comの、サーブレット・コンテキスト winecellarにアクセスします。
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Webサービス
例例例例 1-3 仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット
サーブレットは Javaのクラスです。 サーブレットのクラスおよび関連するサポートのクラス
をデータベースへロードするには、loadjavaコマンドを使用します。 サーブレットをサー
ブレット・コンテキストに公開するには、セッション・シェルを使用します。

サーブレットを公開すると、次のことが実行されます。

� サーブレット・コンテキストのディレクトリの named_servletsサブディレクトリに、
指定した名前空間オブジェクトが作成されます。

� 仮想パスがサーブレットと対応付けられ、URIとの一致に使用するサーブレット・コン
テキストの configオブジェクトに格納されます。

例例例例 1-4 HTTP仮想パスに対応付けられたサーブレット仮想パスに対応付けられたサーブレット仮想パスに対応付けられたサーブレット仮想パスに対応付けられたサーブレット

http://cavist.com:8080/cellar/winefinderでアクセス可能なサーブレットは、
サービス・ルート /contexts/winecellar/config内の仮想パス・マッピング・エント
リ /winefinder=winefinderservletを使用して、
サービス・ルート /contexts/winecellar/named_servlets/winefinderservlet 
という名前の名前空間オブジェクトとして公開できます。

 <Webドメイン >/winecellar/welcome.html

サーブレット・コンテキスト

 http://cavist.com:8080/cellar/welcome.html

      仮想パス
ホストおよびWebドメイン

/cellarは /winecellarへマップされます
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Webサービス
Java Naming and Directory Interface (JNDI)
前述のように、サーブレットは、名前空間で公開されてディレクトリ構造がモデルとなりま
す。 この名前空間は、Sun Java Naming and Directory Interface (JNDI)です。 OSEの JNDI実
装では、SQL表を使用して、JNDIでアクセス可能な名前空間のコンテンツを格納します。 

JNDIにアクセスするには、セッション・シェルのコマンドライン・ツールを使用します。 名
前空間を検索および操作する場合は、これらのコマンドを使用します。

セッション・シェルを使用すると、ファイル・システムでディレクトリを変更してコンテン
ツをリストするのと同じように、名前空間を検索できます（ツールの定義および例について
は、第 3章「JNDIおよびセッション・シェル」を参照）。

コンテンツは、セキュリティ、マッピング、サーブレットおよびデフォルトのオブジェクト
の階層的に格納された関係に編成されます。 サーブレット・コンテキストは、Webサーバー
で配置されたアプリケーションに対応します。 サーブレット・コンテキストは、URLのアド
レス部分にマップされて、Webドメインでグループ化されます。

例例例例 1-5 コンテンツへのクライアント・アクセスを示すコンテンツへのクライアント・アクセスを示すコンテンツへのクライアント・アクセスを示すコンテンツへのクライアント・アクセスを示す URL

http://<Web domain:port>/<servlet-context>/<path>

この例の URLは、次のように実際の URLおよび名前に変換できます。

http://cavist.com:8080/winecellar/welcome.html

Webドメインおよびサーブレット・コンテキストには、完全な管理権を持つ所有者（Oracle
スキーマ）がいます。 Webドメインの所有者は、Webドメインを管理し、サーブレット・コ
ンテキストを作成し、その他のスキーマへアクセス権を付与できます。 サーブレット・コン
テキストの所有者は、サーブレット・コンテキスト内でコンテンツを公開し、その構成パラ
メータを変更できます。

アクセス権とスキーマアクセス権とスキーマアクセス権とスキーマアクセス権とスキーマ
所有権とアクセス権は、セッション・シェルを使用して読取り、書込みおよび実行権限を定
義するという点で、UNIX環境の構造と似ています。 Webドメイン・スキーマは、JNDI名
前空間で唯一有効なユーザーです。 ユーザーは、ドメイン内でのアクセス権および所有権を
管理者から付与されます。
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セキュリティ
制御階層の概要制御階層の概要制御階層の概要制御階層の概要
OSEの制御階層は、次のように定義されます。

Webサービス >Webドメイン >サーブレット・コンテキスト >サーブレット

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
OSEは、「Servlet 2.2仕様」で要求される認証およびアクセス制御をサポートします。

セキュリティの定義では、有効なユーザーを定義する必要があります。 次のことを実行でき
ます。

� データベース・ユーザーをユーザー数として使用できます。

� 独自のレルムのプリンシパルを定義できます。

プリンシパルの宣言は、Webサービスの realmsディレクトリに格納されます。 次に、レル
ムのプロパティを示します。

� レルムの定義は、サービスの適用範囲内です。 

� レルムは、ユーザーとグループで構成されます。 

� サービス内のすべてのサーブレット・コンテキストでは、同じレルムの定義を使用でき
ます。 

policyディレクトリは、アクセス権を設定して URLセキュリティ・マッピングを作成す
ると自動的に作成されます。

サーブレット・コンテキストに対する policy ディレクトリの一般的な関係については、図
1-4「JNDI名前空間のセキュリティ・コンポーネント」を参照してください。

図 1-4に、JNDI名前空間の残りのドメインに関する realmsおよび policyディレクトリ
の関係を示します。realmsは、ドメインの最上位に位置するのに対し、policyは、サー
ブレット・コンテキストのサブディレクトリになります。
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セキュリティ
図図図図 1-4 JNDI名前空間のセキュリティ・コンポーネント名前空間のセキュリティ・コンポーネント名前空間のセキュリティ・コンポーネント名前空間のセキュリティ・コンポーネント

バージョンバージョンバージョンバージョン  OSEは、サーブレット 2.1および JSP 1.0をサポートします。
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OSEでのサーブレットの
2

OSEでのサーブレットの基本でのサーブレットの基本でのサーブレットの基本でのサーブレットの基本

この章では、サーブレット・コンテナを初めて使用するときに役立つ一連の操作を説明しま
す。

 この章では、次の項目について説明します。

� JNDI

� セッション・シェル

� サーブレットの配置

� HTTP要求の処理
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JNDI
JNDI
JNDI名前空間は、サーバーの情報とコンテンツを格納する APIです。この JNDI名前空間
は、Javaプログラミング言語で作成されたアプリケーションに、ネーミングおよびディレク
トリ機能を提供します。 JNDIは、特定のネーミングまたはディレクトリ・サービス実装から
独立しているため、Javaアプリケーションで、共通の APIを使用して様々なネーミングお
よびディレクトリ・サービスへアクセスできます。 この共通の APIの背後には様々なネーミ
ングおよびディレクトリ・サービス・プロバイダがシームレスに組み込まれているため、
Javaアプリケーションを、レガシー・アプリケーションやシステム（ファイル・システムな
ど）と共存させることができます。 

Oracle8i内の全 JNDIサーバーには、Oracle8iの内部および外部から JNDI APIを使用して
アクセスできます。 Webサーバーを管理している場合に、名前空間のコンテンツとプロパ
ティをインタラクティブに参照および変更するには、セッション・シェルを使用します。 
セッション・シェルのコマンドおよび構文の詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を
参照してください。

名前空間は階層で、2つのタイプのエントリ、オブジェクトとディレクトリがあります。

� オブジェクトは、Javaリファレンスを格納するために使用します。 

� ディレクトリには、その他のディレクトリまたはオブジェクトが格納されます。 JNDIエ
ントリのパスは、通常の UNIX表記法 /dir/dir/dir/leafを使用して指定します。

図図図図 2-1 dir/dir/dir/leafを示すを示すを示すを示す JNDI OSE名前空間構造名前空間構造名前空間構造名前空間構造
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セッション・シェル
セッション・シェルセッション・シェルセッション・シェルセッション・シェル
この項で説明するセッション・シェルのコマンドは、OSEの管理で最も頻繁に実行されるタ
スクで使用されます。 次の項では、JNDIでオブジェクトの作成および処理に使用する簡単な
コマンドについて説明します。

名前空間で使用できるセッション・シェルのコマンドがあります。 次の特徴を持つ様々なス
タイルのコマンドがあります。

� 名前空間を検索および操作するための、UNIXと同じようなコマンド

� JNDIオブジェクトのプロパティを取得および設定するコマンド

� 新しいオブジェクト（サーブレット・コンテキストやその構成パラメータ、サーブレッ
トなど）を作成するための特殊なコマンド

コマンドの概要については、第 3章「JNDIおよびセッション・シェル」を参照してくださ
い。 これらのコマンドの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。

オブジェクト・パラメータの取得と設定オブジェクト・パラメータの取得と設定オブジェクト・パラメータの取得と設定オブジェクト・パラメータの取得と設定
JNDIオブジェクトのすべてのパラメータを表示するには getpropertiesコマンドを使用
し、パラメータを変更するには、setpropertiesコマンドを使用します。  また、
setgroup コマンドを使用すると、グループ全体のパラメータとともに、パラメータの変更
もできます。

setpropertiesおよび getpropertiesの構文は、次のようになります。

getproperties <object>
setproperties <object> <properties>

getpropertiesでは、プロパティは、Javaプロパティ・ファイルとして出力されます。 
setpropertiesでは、プロパティを同じ構文を使用して渡す必要があります。 複数のプロ
パティがある場合は、 最初のプロパティの前に二重引用符を入力して、各エントリの後に改
行を入れます。 シェルは、最後のエントリが入力されるまで、続きのデータの入力待ちを示
す山カッコ（>）のプロンプトを表示します。最後のプロパティを入力した後に二重引用符
を使用し、最後のエントリであることを示します（>foo=bar"となります）。

注意注意注意注意 : 二重引用符を使用して複数行のエントリをコールすると、セッ
ション・シェルでは、もう 1つの二重引用符を入力するまで、次のエント
リに右の山カッコ（>）を付けるよう求められます。

複数行エントリを示す別の方法は、継続標識としてバックスラッシュ（\）
を使用します。
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仮想パス
例例例例 2-1 doc_rootパスの変更パスの変更パスの変更パスの変更

$ getproperties doc_root
FSContextURL=/usr/local/oracle/jis/public_html
$ setproperties doc_root FSContextURL=/usr/local/winecellar
$ getproperties doc_root
FSContextURL=/usr/local/winecellar

doc_rootの詳細は、7-5ページの「doc_root オブジェクト」を参照してください。

仮想パス仮想パス仮想パス仮想パス
サーブレット・コンテキストのサブディレクトリ、named_servlets にサーブレットを公
開している場合は、仮想パスをサーブレットに対応付けることができます。 

URLの定義を、
プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル + サーバー名サーバー名サーバー名サーバー名 + URIと指定すると、構造は、http://<servername>/<URI>となり
ます。

URLの一部として示される URIは、次で構成される要求 URIで定義されます。
ContextPath + ServletPath + PathInfo

サーブレット・コンテキストにマッピングされる仮想パスの最初の部分は、サーブレッ
ト・コンテキストの仮想パスと呼ばれ、特定のサーブレットにマッピングされる 2つ目の部
分は、サーブレットの仮想パスと呼ばれます。 URI内の残りの部分は、サーブレットに対す
る PATH_INFOとして指定されます。

プロパティ・グループプロパティ・グループプロパティ・グループプロパティ・グループ
JNDIエントリ内のパラメータのグループを定義します。

注意注意注意注意 : setpropertiesコマンドは、指定されたプロパティを設定する
前に、オブジェクトのすべてのプロパティを消去します。

注意注意注意注意 : 新しいパスを入力する場合は、フルパスを指定してください。
2-4　Oracle8i Oracle Servlet Engine ユーザーズ・ガイド 



サーブレットの配置
サーブレットの配置サーブレットの配置サーブレットの配置サーブレットの配置
前の項では、JNDIオブジェクトの例について説明し、次の手順でテストを実行しました。

1. JNDIオブジェクトを作成します。

2. getpropertiesコマンドを使用して、doc_rootオブジェクトのプロパティを表示し
ます。

この項では、次のコマンドを使用してサーブレットを公開および実行する方法を説明しま
す。 

� loadjava

� publishservlet

� setproperties

サーブレット・コンテキストで公開されるサーブレットのクラスサーブレット・コンテキストで公開されるサーブレットのクラスサーブレット・コンテキストで公開されるサーブレットのクラスサーブレット・コンテキストで公開されるサーブレットのクラス
サーブレットのクラスを Oracle8iへロードするには、loadjavaを使用し、サーブレット・
コンテキストで公開するには、セッション・シェルのコマンドを使用します。 サーブレット
を公開すると、サーブレット・コンテキストの named_servletsサブディレクトリに
JNDIオブジェクトが作成されます。 

この JNDIオブジェクトには、サーブレットのクラス名とその初期パラメータがリストされ
ます。 サーブレットは、その JNDIのサーブレット・コンテキストの configオブジェクト
の記述どおりに、HTTP仮想パスと対応付けられます。

サーブレットクラスとすべてのサポートのクラスをデータベースへロードするには、
loadjavaを使用します。 （このツールの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参
照してください。）

公開されたサーブレット公開されたサーブレット公開されたサーブレット公開されたサーブレット
公開されたサーブレットは、サーブレット・コンテキストの named_servletsディレクト
リ下にあるクラス SYS:oracle.aurora.mts.ServletActivation の JNDIオブジェク
トになります。 HTTPクライアントからアクセスするには、サーブレットを、そのサーブ
レット・コンテキストの configオブジェクトに、仮想パスまたはワイルドカード名と対応
付ける必要があります。

publishservlet [-virtualpath <path>] [-stateless] [-reuse] [-properties props] \
 contextName <servletName> [className]

-virtualpathオプションおよび path（オプション）: 起動のためにこのサーブレットと対応付けられ
る仮想パス。
 -statelessフラグ（オプション）: OSEに、サーブレットがステートレスであることを通
知します。 このオプションを設定すると、サーブレットは、HTTPセッションへのアクセス
権がなくなります。
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サーブレットの配置
contextName: このサーブレットを含むコンテキストのディレクトリの名前です。 

servletName: named_servletsディレクトリ内のこのサーブレットに割り当てられる名
前です。 

 className: HttpServletインタフェースを実装するクラスの名前です。

このコマンドは、コンテキスト内の名前でサーブレットを公開し、仮想パスを指定したサー
ブレットと対応付けます。

例例例例 2-2 publishservletコマンドを使用したサーブレットの公開コマンドを使用したサーブレットの公開コマンドを使用したサーブレットの公開コマンドを使用したサーブレットの公開

サーブレットが公開されたことを確認するには、次を入力します。
$ ls /webdomains/contexts/winecellar/named_servlets
tastingServlet

仮想パス・マッピングを確認します。
$ getgroup /webdomains/contexts/winecellar/config context.servlets
/errors/internal=internalError
/tastings=tastingServlet

例例例例 2-3 setproperties コマンドを使用した、公開されたサーブレットのプロパティの変更コマンドを使用した、公開されたサーブレットのプロパティの変更コマンドを使用した、公開されたサーブレットのプロパティの変更コマンドを使用した、公開されたサーブレットのプロパティの変更

プロパティを追加するにはセッション・シェルのコマンドの setpropertiesを使用し、サーブ
レットから追加した新しいプロパティにアクセスすることができます。

$ getproperties invoker
servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting

$ setproperties invoker "servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
>details=high
>style=parker"

$ getproperties invoker
servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
details=high
style=parker

$ publishservlet -virtualpath  /tastings  /webdomains/contexts/winecellar \
    tastingServlet SCOTT:winemasters.tasting.Tasting

servletName className

contextnameサーブレット・サーブレット・サーブレット・サーブレット・パスパスパスパス
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HTTP要求の処理
HTTP要求の処理要求の処理要求の処理要求の処理
この項では、適切なサーブレットを検索するために OSEで使用するアルゴリズムを説明し
ます。

サーブレットは、すべての HTTP要求を処理します。 要求の配置は、クライアントが HTTP
要求をサーバーに送信すると開始されます。OSEでは、この要求から仮想パスが取得されま
す。 

サービスを起動すると、configオブジェクトでは仮想パスを使用して、サーブレットがそ
の要求にマップされます。

次の 3つの項では、HTTP要求の処理方法を説明します。

Webドメインの検索ドメインの検索ドメインの検索ドメインの検索
要求を処理するWebドメインは、OSEで構成されるWebサービスに依存します。

シングル・ドメインのシングル・ドメインのシングル・ドメインのシングル・ドメインの Webサービスサービスサービスサービス :
要求を処理するWebドメインは、サービスと対応付けられている単一のWebドメインで
す。

マルチ・ドメインのマルチ・ドメインのマルチ・ドメインのマルチ・ドメインの Webサービスサービスサービスサービス :
より複雑なWebサービスを構成している場合、使用されるドメインは、OSEにアクセスす
るためのサービスと URLに依存します。 詳細は、第 1章「概要」のマルチ・ドメインの説明
を参照してください。

サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索
OSEは、 Webドメインの configオブジェクトのコンテキスト・プロパティのグループで検
索します。 このプロパティのセットは、コンテキスト名に対する仮想パスのマッピングのリ
ストです。 

OSEでは、コンテキスト・プロパティ内の各エントリに、要求の仮想パスを一致させます。 
一致した桁数が最も多いサーブレット・コンテキストが要求を処理します。

例例例例 2-4 サーブレット・コンテキストを検索するサーブレット・コンテキストを検索するサーブレット・コンテキストを検索するサーブレット・コンテキストを検索する HTTP要求要求要求要求

次の URLの場合、 

http://cavist.com:8080/cellar/bordeaux.wine

Webドメイン configオブジェクトからの仮想パスが、サーブレット・コンテキストに
マップされる場合、

/cellar=/winecellar
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HTTP要求の処理
サーブレット・コンテキスト、cavist/contexts/winecellarが使用されます。

また一致するサーブレット・コンテキストが見つからない場合は、要求は、次のコンテキス
トで処理されます。

/cavist/contexts/default

サーブレットへの仮想パスのマッピングサーブレットへの仮想パスのマッピングサーブレットへの仮想パスのマッピングサーブレットへの仮想パスのマッピング 
サーブレットが URIへマップされると、サーブレット・コンテキストへマップされた URI
パスの部分が無視されます。 残りの部分は、サーブレット・コンテキストの configオブ
ジェクトの context.servletsプロパティ内のエントリと一致します。 一致した部分が最
も長いサーブレットが要求を処理します。 

context.servletsプロパティのエントリには、「Servlet 2.2仕様」に基づいて、パスまた
はワイルドカード名を指定できます。 部分パスは、ワイルドカード名より優先されます。 完
全一致した場合は、部分パスとワイルドカード名の両方より優先されます。

例例例例 2-5 サーブレットを検索するサーブレットを検索するサーブレットを検索するサーブレットを検索する HTTP要求要求要求要求

仮想パス /cellar/bordeaux.wine
は、コンテキスト /cavist/contexts/winecellarで処理されます。

サーブレットの名前を検索するには、bordeaux.wineを、サーブレット・コンテキストの
configオブジェクトで定義された、仮想パス・マッピングに一致させます。

サーブレット・コンテキスト内で、一致するサーブレットが見つからない場合は、要求はデ
フォルトのサーブレットで処理されます。

デフォルトのサーブレットの試用デフォルトのサーブレットの試用デフォルトのサーブレットの試用デフォルトのサーブレットの試用 - 静的コンテンツ静的コンテンツ静的コンテンツ静的コンテンツ 
要求した URLに一致するものが見つからない場合は、OSEは、最初にコンテキスト・ディ
レクトリ、次にWebドメイン・ディレクトリ、最後にWebサービスで defaultservlet
という名前のサーブレットを検索します 。 デフォルトのサーブレットが見つかった場合は、
このサーブレットによって要求が処理されます。 

例例例例 2-6 defaultservletで処理される要求で処理される要求で処理される要求で処理される要求

winecellar/doc_rootオブジェクトは、ファイル・システムのディレクトリ、 
/usr/local/coolplace/htmlを示していると仮定します。

このため、doc_rootオブジェクト・パラメータのコンテンツは、次のようになります。
FSContextURL=/usr/local/coolplace/html

URLは、 http://cavist.com:8080/cellar/labels/lafitte.gifです。
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仮想パス /cellarは、サーブレット・コンテキスト /winecellarへマップされます。 
サーブレット・コンテキストに、/labels/lafitte.gifに一致するものがない場合（ま
たは、/labels/*などの部分的な一致の場合）は、デフォルトのサーブレットが使用され
ます。

デフォルトのサーブレットでは、次が実行されます。

1. 開始して /labels/lafitte.gifという pathInfoを受信します。

2. doc_root下の pathInfoと一致させます。 

3. /usr/local/coolplace/html/labels/lafitte.gifを検索します。

この一致は、完全に一致する必要があります。 デフォルトのサーブレットが見つからない場
合は、 OSEで、内部エラー・コードが生成されます。 
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JNDIおよびセッション・シェルおよびセッション・シェルおよびセッション・シェルおよびセッション・シェル

この章では、ツール定義と例を示します。

この章では、次の項目について説明します。

� JNDIについて

� JNDIアクセス権

� セッション・シェルの起動

� OSEでのセッション・シェルのコマンドの概要

Oracle8i内部の全 JNDIサーバーへは、JNDIセッション・シェルのコマンドを使用して、
Oracle8iの内部および外部からアクセスできます。 名前空間のコンテンツをインタラクティ
ブに操作するには、セッション・シェルを使用します。
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JNDIについて
JNDIについてについてについてについて
JNDI には、 Oracle8iで実行される様々な Javaサーバー（OSE、CORBAおよび EJB）の情報
とコンテンツが格納されます。

名前空間は階層構造で、2つのタイプのエントリ、ディレクトリおよびオブジェクトがあり
ます。

ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリには、他のディレクトリおよびオブジェクトが格納されます。 JNDIエント
リへのパスは、通常の UNIX表記法 /dir/dir/dir/leafを使用して指定します。

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトは、Javaリファレンスの格納に使用します。 リファレンスは、
javax.naming.Referenceクラスのインスタンスです。JNDIサーバーは、リファレ
ンス・コンポーネント（クラス名、クラス・ファクトリ名およびパラメータ）を取得
し、この情報を使用して Javaオブジェクトをインスタンス化します。 セッション・シェ
ルには、JNDI名前空間内に新しいリファレンスを格納し、そのパラメータを操作する
コマンドが用意されています。また、名前空間を検索し、エントリを削除し、それらの
アクセス権を変更するコマンドのセットも用意されています。

JNDI構造を示す、第 1章「概要」の図を参照してください。

JNDIアクセス権アクセス権アクセス権アクセス権
JNDIサーバー内のすべてのコンテンツは保護されています。 JNDIサーバーにユーザーとし
てアクセスする場合はは、コンテンツを参照および変更するための適切なアクセス権が必要
です。 UNIXファイル・システムと同じように、JNDIは、3つのタイプのアクセス権、読取
り権限、書込み権限および実行権限をサポートします。 アクセス権は、データベース・ユー
ザー（スキーマ）またはデータベース・ロールに付与できます。 アクセス権の付与は、シェ
ルの 1つを使用するか、プログラムで実行できます。  JNDIアクセス権（読取り、書込み、
実行権）の設定は、UNIXのファイルおよびディレクトリ・アクセス権の設定と似ていま
す 。 

JNDIサーバーでは、所有者概念も使用されます。つまり、各エントリは、データベース・
スキーマによって所有されます。 これは、UNIXファイル・システムと似ています。

セッション・シェルの起動セッション・シェルの起動セッション・シェルの起動セッション・シェルの起動
すべてのコマンドは、リモート・アクセスによってサーバー上で実行されるため、サーバー
との接続に使用する通信トランスポートを指定する必要があります。 通信オプションとして、
JDBC、HTTPおよび IIOP（SESS_IIOP）が使用できます。 

クライアントまたはサーバー上で セッション・シェルのコマンドにアクセスするには、次を
入力します。

sess_sh -s transportURL -u[ser] username[/passwd] [-p[assword] passwd] [otherargs... ] 
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-s service transportURL: サーバーとの通信に使用するトランスポートを、URL記述子の
形式で指定します。

 

-u username: データベース・セッションへのログイン名 

-p passwd: ログイン時に使用するパスワード 

-command "cmd...": サーバーで実行されるコマンド

シェル・ツールと環境に関する詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してくだ
さい。

ディレクトリのナビゲーションと管理ディレクトリのナビゲーションと管理ディレクトリのナビゲーションと管理ディレクトリのナビゲーションと管理
セッション・シェルは、cd、pwd、ls、mkdirおよび rmなどの、ディレクトリを検索およ
び管理するための標準の UNIXコマンドをサポートします。

アクセス権および所有権アクセス権および所有権アクセス権および所有権アクセス権および所有権
各 JNDIエントリには、アクセス権が設定されます。 JNDIサーバーは、3つのタイプのアク
セス権（読取り、書込みおよび実行）をサポートします。 アクセス権をデータベース・ユー
ザーやグループへ付与またはそれらから削除するには、シェルの chmodコマンドを使用し
ます。

OSEでのセッション・シェルのコマンドの概要でのセッション・シェルのコマンドの概要でのセッション・シェルのコマンドの概要でのセッション・シェルのコマンドの概要
セッション・シェルには、Webサーバーを管理し、サーブレットを公開するための特殊なコ
マンドのセットが用意されています。 構文の要件については、『Oracle8i Java Tools リファレ
ンス』を参照してください。 OSE の JNDI名前空間を操作するための各コマンドの使用方法
について、この項で簡単に説明します。

次の URLがサポートされます。

jdbc:oracle:type:spec JDBCを使用したデータベースへの接続方法を指定す
る JDBC URL 

http://host:port データベースに事前にインストールされている管理
Webサーバーへの接続に使用するホストとポートを示
す HTTP URL 

sess_iiop://host:port[:sid] サーバー上の GIOPリスナーのホスト、ポートおよび
SIDを示す SESS_IIOP URL
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サービスの構成サービスの構成サービスの構成サービスの構成
次のコマンドのセットで、新しいサービスを作成します。   

createservice －－－－ サービスのエンド・ポイント（TCPポート）を定義せずに、
ServicePresentationコードで必要なパラメータを操作します。

addendpoint － 動的な登録表内にエンド・ポイントを格納するリスナーで、新しいエンド・
ポイントを追加し、エンド・ポイントの動的登録を実行します。

rmendpoint － サービスから特定のエンド・ポイントを削除し、リスナーから動的に登録さ
れたポートを削除します。 

destroyservice － サービスおよび動的登録を含むすべてのそのエンド・ポイントを削除しま
す。 -allフラグは、JNDIツリー全体を（サービス・ルートのレベルから）削除します。 

createwebservice － ServicePresentationコードで必要なパラメータを操作して、Web固有の
構成を初期化します。 

Webドメインの構成ドメインの構成ドメインの構成ドメインの構成
次のコマンドのセットで、サーブレット・コンテキストの位置を設定します。 すべての JNDI
エントリで、各位置に管理者または所有者が必要です。 

createwebdomain  － 現行のスキーマで管理されるWebドメインを作成します。この場合、
サーブレットはそのスキーマとして実行されます。 また、このコマンドは、初期サーブレッ
ト・コンテキスト、デフォルトおよび doc_rootを定義します。

destroywebdomain － Webドメインおよび対応付けられているすべてのサーブレット・コ
ンテキストを削除します。 

セキュリティ管理セキュリティ管理セキュリティ管理セキュリティ管理
次のコマンドのセットで、セキュリティ・クラスにより使用されるレルムおよび認証方式を
指定するドメインとサーブレットに、セキュリティを設定します。

realm   － すべての領域コマンドをリストします。

realm list -w <Webサービス・ルート >  －サービスで宣言されたすべての領域をリストしま
す。

realm map -s <servletContextPath> [-(add|remove) <path> -scheme <auth>:<realm>]  － 
サーブレット・コンテキスト内の保護付きパスを定義およびリストします。また、保護しな
いように宣言します。

realm echo [0|1] － エコーのオンとオフを切り換えます。

realm publish -w <Webサービス・ルート > [-(add|remove) <realmName> [-type (RDBMS | 
DBUSER | JNDI)]]   レルムを作成、公開および削除します。
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realm user -d <domainContextPath> -realm <realmName> [-(add|remove) <userName> [-p 
<user password>]]  －ユーザーを作成、削除します。

realm group -d <domainContextPath> -realm <realmName> [-(add|remove) <groupName> 
[-p <group password>]]  －グループを作成、削除します。

realm parent -d <domainContextPath> -realm <realmName> [-group <groupName> 
[-(add|remove) <principalName>]] [-query <principalName>]  －グループでプリンシパルを
追加、リストまたは削除します。

realm perm -d <domainContextPath> -realm <realmName> -s <servletContextPath> -name 
<principalName> [-path <path> (+|-) <permList>]  － 有効な HTTPメソッドに対して、
ユーザーの指定されたパスでのアクセス付与またはアクセス制限を宣言、消去およびリスト
します（第 8章「セキュリティ HTTPの管理」のアクセス権の宣言を参照）。

サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理
次のコマンドのセットで、コンテキストを操作します。

createcontext － ドメインの対応する仮想パスでコンテキストを作成します。

destroycontext － サーブレット・コンテキスト情報およびすべてのサーブレットをそのドメ
インから削除します。

adderrorpage － エラー・コードに対して、このコンテキストのエラーをレポートする URL
を定義します。

rmerrorpage －－－－該当するエラー・コードに対応付られているエラー・ページを削除します。

サーブレットの管理サーブレットの管理サーブレットの管理サーブレットの管理
このコマンドのセットで、サーブレットの公開と非公開を処理します。

publishservlet － コンテキスト内の名前でサーブレットを公開します。 また、このコマンド
で、仮想パスを指定したサーブレットに対応付けることもできます。 ステートレスとして宣
言されたサーブレット・コンテキストで公開されたサーブレットは、 HTTPセッション・オ
ブジェクトにアクセスできません。

unpublishservlet － マッピング・テーブル内のサーブレットの既存の仮想パスのみでなく、
サーブレット・コンテキストからサーブレットを削除します。 
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エクスポート・コマンドエクスポート・コマンドエクスポート・コマンドエクスポート・コマンド
このコマンドのセットで、Webドメインの構造を抽出し、該当する構成ファイルを生成でき
ます。 mod_oseまたはその他のプロキシでは、このコマンドで生成したファイルを使用しま
す。

exportwebdomain － エクスポート・ユーティリティは、構成ファイルを生成する場合に次
の 1つまたは 2つの段階で使用できます。 

1. XML形式で、Webドメインまたはドメイン内のコンテキストの構造を生成する場合。 

2. （オプション）XML構造への変換を適用して、特定のWebサーバー（apache、iisな
ど）の構成ファイルを生成する場合。

Webドメインのエクスポートの詳細は、第 5章「Oracle OSEの Apacheモジュール」を参
照してください。 
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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

この章では、OSEで、シングル・ドメインおよびマルチ・ドメインのWebサービスに対す
る要求を処理する方法を説明します。 OSEで使用される論理に従って、適切なサーブレット
を検索できます。 

この章では、次の項目について説明します。

� HTTP要求

� HTTP要求のライフ・サイクル

� データベース・セッション
ャ 4-1



HTTP要求
HTTP要求要求要求要求
最初の HTTP要求がブラウザから受信されると、クライアント用にセッションが生成されま
す。 次に続くすべての要求は、作成されたセッションに送られます。 セッション追跡のメカ
ニズムは、cookieまたは URLの再書込みです。

URL
URLは、次に示すように、プロトコル、サーバーおよび Uniform Resource Identifier 
（URI）で構成されます。

<protocol>://<server>/<URI>

URIは、クライアントによって URL要求内に指定されます。 URIには、宣言された仮想パ
スとの一致のために OSEで使用される情報が含まれます。 configオブジェクトでのマッピ
ングは、特定の要求に使用するサーブレットの判別に使用されます。 サーブレットの位置を
特定できない場合は、デフォルトのサーブレットが使用されます。

 HTTP要求のライフ・サイクル要求のライフ・サイクル要求のライフ・サイクル要求のライフ・サイクル
HTTP要求のライフ・サイクルの例として、図 1-3に示すマルチ・ドメインの、URL 
http://cavist.com:8080/cellar/bordeaux.wineを使用します。 

次のステップは、このサイクルの進行過程を示しています。

1. ブラウザで、HTTP要求が送信されます。

2. 要求は、ポート 8080で受信されます。

3. データベース・セッションが生成されて、OSEに要求が割り当てられます。

4. OSEでは、サービスを使用して 8080ポートでリスニングします。（OSEの設定方法につ
いては、第 6章「OSE サーバー構成」を参照してください。）

5. 要求は、Webサービスで確認されて、IPアドレスを参照し、IPドメインにマッピング
されます。

6. DNS名（cavist.com）は、JNDI名前空間のディレクトリ（cavist.com）にマップさ
れます。

7. 10.1.1.20/cavist.com/configオブジェクトは、URIをサーブレット・コンテキ
ストに一致させるために使用されます（URI仮想パス cellarは、JNDI名前空間のエ
ントリ、winecellarにマップされます）。 4-3ページの「サーブレット・コンテキスト
の検索」を参照してください。

8. サーブレット・コンテキストの configオブジェクトは、URIの残りの部分
（bordeaux.wine）を適切なサーブレット
cavist.com/contexts/winecellar/named_servlets/wine_servletに一致さ
せるために使用されます。
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9. サーブレット wine_servletは、要求
http://cavist.com:8080/cellar/bordeaux.wineを処理します。

10. セッションが終了します。 （4-7ページの「データベース・セッションのタイムアウト」
を参照してください。）

エンド・ポイントエンド・ポイントエンド・ポイントエンド・ポイント
エンド・ポイントは、情報を受信するポートです。 Net8は、ロード・バランシングおよび接
続性を制御します。 送信された要求を受信するためには、リスナーに割り当てるホストの IP
アドレスと有効なポート番号を使用して、リスナーをタイプごとにエンド・ポイントに設定
する必要があります。

Webドメインの検索ドメインの検索ドメインの検索ドメインの検索
要求を直接処理するWebドメインは、OSEに格納されているWebサービスの構成によって
異なります。 

Webサービスでは、次のように要求を受けます。

� シングル・ドメインの場合は、1つのWebドメインのみがサービスに対応付けられま
す。 デフォルトで、このドメインは、サービス・ルートに格納されています。

� マルチ・ドメインの場合は、Webドメインは、URLの DNS名と対応付けられている IP
アドレスに結合されます。

サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索サーブレット・コンテキストの検索
OSEは、ドメインの configオブジェクトで、サーブレット・コンテキスト名に仮想パスを
マップするプロパティを検索します。次に、OSEは、configオブジェクトのマッピングの
プロパティの各エントリと要求の URIを一致させます。一致した部分が最も長いサーブレッ
ト・コンテキストが要求を処理します。 要求されたサーブレット・コンテキストが見つから
ない場合は、デフォルトのサーブレット・コンテキストが使用されます。デフォルトのサー
ブレット・コンテキストは、/<domain root>/contexts/defaultに格納されています。

ヒントヒントヒントヒント : マルチ・ドメインのセットアップを参照する場合は、マルチ・
ドメインのディレクトリ・ツリー図の前にある例 1-2を参照してください。
アーキテクチャ 4-3



HTTP要求のライフ・サイクル
例例例例 4-1 HTTP要求要求要求要求

URIが /cellar/bordeaux.wineで、

configオブジェクトからのコンテキスト・グループのコンテンツが次のような場合は、

/cellar=/winecellar
/test=/test

/cellarという部分的な URIの一致のため、コンテキスト /contexts/winecellarで処
理されます。

サーブレットの検索サーブレットの検索サーブレットの検索サーブレットの検索
サービスのコンテキストが識別されると、URIの不一致部分は、サービス・コンテキストの
configオブジェクトの仮想パスに対して一致します。OSEでは、サーブレット・コンテキ
ストと一致する仮想パスの部分は無視されます。 残りの部分は、サーブレット・コンテキス
トの context.servletsプロパティ内のエントリに一致します。 一致の部分が最も適切な
サーブレットが要求を処理します。

例例例例 4-2 サーブレットにより処理される要求サーブレットにより処理される要求サーブレットにより処理される要求サーブレットにより処理される要求

前の例 4-1のシナリオの続きとして、指定されたサーブレット、tastingServletは、
winecellar/named_servletsで公開されます。

この場合、bordeaux.wineは、サーブレット・コンテキストにより、tastingServlet
という名前のサーブレットのエントリにマップされます。

デフォルトのサーブレットの検索デフォルトのサーブレットの検索デフォルトのサーブレットの検索デフォルトのサーブレットの検索
要求された URLに一致するものが見つからない場合、 OSEでは、defaultservletという
名前のサーブレットがサーブレット・コンテキストのディレクトリで検索されます。 デフォ
ルトのサーブレットが見つかると、 要求が処理されます。

Webドメインが作成されると、 OSEは、ドメインのサーブレット・コンテキストのディレク
トリ内にデフォルトのサーブレットをインストールします。 Webサービスには常にデフォル
トのサーブレットがありますが、新しいデフォルトのサーブレットとして機能する、/の仮
想マッピングを指定できます。

URIの未使用の部分が、サーブレット・コンテキストで公開された仮想パスとまったく一致
しないあるいは部分的にしか一致しない場合、この同じ URI部分はデフォルトのサーブレッ
トで使用されます。 デフォルトのサーブレットは、doc_rootで完全一致を検索します。 一

注意注意注意注意 : context.servletsプロパティ内のエントリには、パスまたは
ワイルドカード名を指定できます（「Servlet 2.2仕様」を参照）。 部分パス
は、ワイルドカード名より優先されます。 完全に一致する場合は、部分パ
スおよびワイルドカード名の両方より優先されます。 
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致するものが存在する場合は、このページが処理されます。 完全に一致するものが見つから
ない場合は、OSEによりエラー・コードが生成されます。 

サービス・コンテキストの configオブジェクトでのマッピングにより、エラー・コードが
エラー・ページへマップされます。 たとえば、エラー・コード 404は、
/system/errors/404.htmという名前の URIへマップされます。 これで、doc_root内
の名前と位置から該当のエラー・ファイルがデフォルトのサーブレットにより処理されま
す。 

例例例例 4-3 デフォルトのサーブレットにより処理される要求デフォルトのサーブレットにより処理される要求デフォルトのサーブレットにより処理される要求デフォルトのサーブレットにより処理される要求

前の例 4-2の続きとして、サーブレットに一致するものが見つからなかった場合、要求は、
サービス・ルート /contexts/winecellar/defaultservletで処理されます。 デフォルト
のサーブレットが使用され、その結果はクライアントに戻されます。

データベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッション
データベース・セッションの特徴は、OSEとその他のサーブレット・エンジンの相違点の 1
つです。
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図図図図 4-1  1つのブラウザ・セッションに対応する単一の仮想的なつのブラウザ・セッションに対応する単一の仮想的なつのブラウザ・セッションに対応する単一の仮想的なつのブラウザ・セッションに対応する単一の仮想的な JVM、データベース・セッション、データベース・セッション、データベース・セッション、データベース・セッション
の複数のの複数のの複数のの複数の HTTPセッションセッションセッションセッション
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データベース・セッションのユーザー認証データベース・セッションのユーザー認証データベース・セッションのユーザー認証データベース・セッションのユーザー認証
デフォルトでは、データベース・セッションはWebドメインの所有者として認証されます。 
JDBCまたは SQLJを介したすべての SQLアクセスは、Webドメイン所有者のスキーマで実
行されます。 

SCOTTが所有するドメインでサーブレットのセットを配置する場合は、別のスキーマ名が
表名に指定されないかぎり、サーブレットは SCOTTのスキーマの表にアクセスします。 た
とえば、SYS:HTTP$LOGとします。 この例では、スキーマ SCOTTには、他のスキーマの表
にアクセスするためのアクセス権が必要です。

この動作を変更するには、定義者権限コードを使用します。 定義者権限が付与されるクラス
で実行されるコードは、SYSとして実行されます。

データベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッションデータベース・セッション
HTTPクライアントでは、単一のデータベース・セッションにいくつかの HTTPセッショ
ン・オブジェクトを持つことができます。 HTTPセッションは、サーブレットごとに設定さ
れます。 クライアントが、2つの異なるサーブレット・コンテキストからサーブレットをア
クティブにし、各サーブレットが getSession(true)をコールすると、図 4-1に示すよう
に、2つの異なる HTTPセッションのインスタンスがデータベース・セッション内に存在し
ます。

Oracle8i内のWebサーバー・セッションには、次の 2つのタイムアウトが対応付けられて
います。

� データベース・セッション自体のタイムアウト

� データベース・セッションで作成された各 HTTPセッションのタイムアウト

データベース・セッションの作成、終了、タイムアウトデータベース・セッションの作成、終了、タイムアウトデータベース・セッションの作成、終了、タイムアウトデータベース・セッションの作成、終了、タイムアウト
HTTPクライアントを、OSEを実行する Oracle8iのインスタンスに最初に接続するときに、 
データベース内にセッションが生成されます。 このセッションは、独自の仮想的な JVMを実
行する通常のデータベース・セッションです。

データベース・セッションのタイムアウトデータベース・セッションのタイムアウトデータベース・セッションのタイムアウトデータベース・セッションのタイムアウト
データベース・セッションのタイムアウトにより、格納されているすべての HTTPセッショ
ンが終了します。 HTTPセッションが終了すると、その Javaのステータス情報はすべて破棄
され、コミットされていない SQL状態はすべてロールバックされます。

これは、サーブレットを実行する仮想的な JVMの終了とみなされます。

データベース・セッションのタイムアウトは、Webサービス・パラメータ、
service.globalTimeoutで設定します。Webサービス・オブジェクトは接続を制御しま
す。 このパラメータは、サービスを作成するときに設定するか、後から設定できます（例 4-4
を参照）。 
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データベース・セッション
例例例例 4-4 サービスの作成とグローバル・タイムアウトの設定サービスの作成とグローバル・タイムアウトの設定サービスの作成とグローバル・タイムアウトの設定サービスの作成とグローバル・タイムアウトの設定

createservice  [ -http | -iiop ] [-service className ] [-properties propGroups ] 
-root location [ -globalTimeout secs ] service

タイムアウトでは、HTTP要求が戻された後にカウントが開始されます。 タイムアウトが時
間切れになる前に別の要求が届くと、最初の要求が終了した後に、同じ値を使用して再度カ
ウントが開始されます。

データベース・セッションがタイムアウトになると、ブラウザは、セッション cookieを維
持している場合でも、そのデータベース・セッションに接続できなくなります。 かわりに、
ブラウザは新しいセッションにルーティングされます。

データベース・セッションの自動終了データベース・セッションの自動終了データベース・セッションの自動終了データベース・セッションの自動終了
HTTPセッションのオブジェクトがなくなると、データベース・セッションは自動的に終了
します。 HTTPセッションのタイムアウトにより、データベース・セッションが終了する場
合もあります。

HTTPセッションの作成、終了およびタイムアウトセッションの作成、終了およびタイムアウトセッションの作成、終了およびタイムアウトセッションの作成、終了およびタイムアウト
HTTPセッションは、ステートフルなサーブレット・コンテキスト内のサーブレットがメ
ソッド getSession(true)をコールすると作成されます。

タイムアウトは、現在の値が接続に関する他のアクティビティに一致しない場合に発生しま
す。 このタイムアウト値は、秒単位で定義され、configオブジェクトに格納されます。 
データベース・セッションを終了する場合は、HTTPセッションも終了する必要がありま
す。

複数の HTTPセッション・オブジェクトを、データベース・セッションごとに置くことがで
きます。 図 4-1に示すように、各クライアントには 1つのデータベース・セッションのみが
存在します。

ステートフルなセッションは、クライアントとサーブレット間の対話状況に役立ちます。 
サーバーでクライアント情報をいつでも利用できるように、cookieはクライアントにメソッ
ドとして送信されます。 ステートフルなセッションは、セッション中にクライアントが情報
の交換を段階的に実行している場合、次のステップの情報が、前のステップに送信された情
報で予測されるため便利です。 クライアントが cookieをサポートしない場合、OSEでは
URLの再書込みが使用されます。
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Oracle OSEのののの Apacheモジュールモジュールモジュールモジュール

この章では、Apache（HTTP Webサーバー）を使用して、OSEサーブレット・コンテナを
構成および使用する方法を説明します。 この配置によって、mod_oseから Oracle8iで実行
される OSEへの、動的コンテンツの移譲方法を確認できます。 

この章では、次の項目について説明します。

� Apacheでの OSEの要件

� OSEの Apacheでのmod_oseの概要

� OSEの Apacheでのmod_oseの構成

� OSEアプリケーションでの Apacheの構成

� mod_oseを使用したサイトのトポロジ

� 事前インストールされている Apacheシステムのためのmod_oseのインストール

� URLの転送
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Apacheでの OSEの要件
 Apacheでのでのでのでの OSEの要件の要件の要件の要件
mod_oseには、次の Apache機能が必要です。 

� （Apacheで稼動される）Oracle HTTP server

� mod_soを Apache（または、Dynamic Shared Object（DSO）に対するその他のサポー
ト）にインストールする必要があります。

� mod_mimeを Apacheにインストールする必要があります。

� Apacheを実行するマシンは、Oracleクライアント側の構成として構成する必要があり
ます。

� Oracleクライアント側のライブラリは、LD_LIBRARY_PATHまたは等価で使用可能で
ある必要があります。

OSEのののの Apacheでのでのでのでの mod_oseの概要の概要の概要の概要
mod_oseは、Oracle HTTP server（Apache）のモジュールで、Apacheから OSEへのパイ
プとして機能します。 mod_oseと連携すると、OSEは、Apacheのサーブレット・エンジン
となります。この場合、静的ページのみが Apacheで処理され、動的ページは OSEで処理さ
れます。

マルチノードの連携構成を作成できます。 これらの構成を使用すると、単純なスタンドアロ
ンの OSEまたは Apacheコンポーネントよりも、よりスケーラブルなサービスを実行できま
す。

 特に、マルチノードの配列では、次の特徴があります。

� 単一障害点がない

� フェイルオーバー構成

� ロード・バランシング機能

mod_oseは、Net8と連携してネットワーク内で機能します。 ロード・バランシング、
Oracleリスナーの使用方法、フェイルオーバー構成の詳細は、『Oracle8i Net8 開発者ガイ
ド』 で説明しています。 

ネットワークで必要なサーバーの数とタイプを決定する前に、2つのサーバー（Webおよび
サーブレット）の基本構成を理解しておく必要があります。図 5-1に、基本的なネットワー
ク配列の単純な図を、ブラウザ、Apache、Apache内の mod_ose、Net8（mod_oseとデー
タベースの間の接続として表される）、データベースおよび OSEの順序で示します。
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OSEの Apacheでの mod_oseの構成
図図図図 5-1 mod_oseを使用したを使用したを使用したを使用した Apache Webサーバーとサーバーとサーバーとサーバーと Oracle のサーブレット・エンジン（のサーブレット・エンジン（のサーブレット・エンジン（のサーブレット・エンジン（OSE））））
の単純なトポロジの単純なトポロジの単純なトポロジの単純なトポロジ

OSEのののの Apacheでのでのでのでの mod_oseの構成の構成の構成の構成
この項では、Apacheを HTTPサーバー、OSEをサーブレット・コンテナとして使用するた
めに必要な mod_ose構成の手順を説明します。 

次に示す手順では、mod_oseで使用するデータベース接続記述子を定義し、要求が適切な
データベースへ送信されるように Apache構成を設定します。

1. tnsnames.oraの Oracle Net8接続記述子を、OSEサービスへのポインタとして指
定します（例 5-1を参照）。

2. セッション・シェルのコマンド、exportwebdomainを使用して、Webドメイン
構成ファイルを生成します（例 5-2を参照）。

3. 生成した構成ファイルを Apache構成ファイル、httpd.confに追加します（例
5-3を参照）。

4. Apacheがすでにインストールされている場合は、使用する接続を定義します（例
5-4を参照）。
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OSEの Apacheでの mod_oseの構成
tnsnames.oraの接続記述子との接続記述子との接続記述子との接続記述子と構文構文構文構文
mod_oseでは、他の Oracleクライアント（OCIクライアントなど）と同じ構成メカニズム
を使用して、接続記述子を検索します。

sqlnet.ora 構成によって、接続は次のいずれかで定義されます。

� 環境変数 TNS_ADMINにより示されるディレクトリにある tnsnames.oraファイル

または

� 接続アドレスを検索するための別の Oracleネーム・サービス（LDAPサービスなど）

Apacheで使用される接続用のエントリは、tnsnames.ora内で、次の行で定義する必要が
あります。 

<your_defined_http_connection_name> = (DESCRIPTION=
 listenerAddress
 (CONNECT_DATA=

 serviceSpec
 presentationSpec

 )
 )

構文は次のように定義されます。
 listenerAddress := (PORT=...)(ADDRESS=(HOST=...)(PROTOCOL=...)...)
 serviceSpec := (SERVICE_NAME=...) [ (INSTANCE_NAME=...) ]
 presentationSpec := (PRESENTATION=http://<JndiServiceName>)

表表表表 5-1 tnsnames.ora接続情報キーワード接続情報キーワード接続情報キーワード接続情報キーワード

キーワードキーワードキーワードキーワード 定義定義定義定義

listenerAddress バックエンドに複数の Oracle リスナーがある（複数ノード）場合
の ADDRESS_LIST（ホスト、ポート、プロトコル）。接続集中化
のための CMANの使用のみでなく、ロード・バランシングと
フェイルオーバー構成も考慮されます。 

パラメータの設定方法の詳細は、『Oracle8i Net8 開発者ガイド』
を参照してください。 

serviceSpec データベース・インスタンスのグループ :  SERVICE_NAMEを指
定します。
相互に交換して使用できるインスタンスのグループを定義します。 
複数のデータベース・インスタンスがある場合は、mod_oseで、
各インスタンス間の接続のロード・バランスが実行されます。

mod_oseでは、クライアントからのステートフルな要求は、必ず
同じデータベース・インスタンスに送信され、同じデータベー
ス・セッションと対応付けられます。 
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OSEアプリケーションでの Apacheの構成
次の例に示されるように、接続は tnsnames.oraファイルで指定されます。

例例例例 5-1 このシナリオのこのシナリオのこのシナリオのこのシナリオの Apache接続として、エントリ接続として、エントリ接続として、エントリ接続として、エントリ inst1_http を定義するを定義するを定義するを定義する tnsnames.ora

 inst1_http = (DESCRIPTION=
 (ADDRESS=(PORT=5521)(host=dlsun1609)(PROTOCOL=tcp))
 (CONNECT_DATA=

 (SERVICE_NAME=<WebServerName>)
 (PRESENTATION=http://admin)

 )
 )

OSEアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの Apacheの構成の構成の構成の構成 
OSEは、ステートフルなWebアプリケーション用に設計されています。 このタイプのアプ
リケーションの場合、各ブラウザ・クライアントには、ユーザーがドメイン内で実行してい
るすべてのステートフルなアプリケーションを追跡するデータベース・セッションが割り当
てられます。 デフォルトでは、すべてのアプリケーションがステートフルとみなされます。

Apacheのステートフルなアプリケーションとステートレスなアプリケーのステートフルなアプリケーションとステートレスなアプリケーのステートフルなアプリケーションとステートレスなアプリケーのステートフルなアプリケーションとステートレスなアプリケー
ションションションション

OSEへのステートレスな接続を使用する Apacheを構成できます。 クライアントでは、特定
のアプリケーションのデータベース・セッションは、ステータス情報を保持しません。 これ

単一のデータベース・インスタンス :  INSTANCE_NAMEを指定
します。
サーバー・グループ内の特定のインスタンスを使用することを示
します。 

presentationSpec この接続に使用する HTTPサーバーを示します。

<JndiServiceName>は、HTTPを認識し、HTTPと対応付けられ
た Net8のエンド・ポイントがある、JNDI名前空間内のサービス
の名前（/service/ServiceNameなど）に対するプレースホル
ダです。
 セッション・シェルのコマンド、createwebserviceを参照し
てください。

注意注意注意注意 : <WebServerName>は、Webサーバー名（foo.us.oracle.com
など）に対するプレースホルダです。

表表表表 5-1 tnsnames.ora接続情報キーワード（続き）接続情報キーワード（続き）接続情報キーワード（続き）接続情報キーワード（続き）

キーワードキーワードキーワードキーワード 定義定義定義定義
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OSEアプリケーションでの Apacheの構成
らの要求の場合、各 Apacheプロセスに、任意のクライアントに対するステートレスな接続
を処理する場合に使用されるセッションへ半永続的な接続があります。 各 Apacheプロセス
は一度に 1つの要求しか処理しないため、ステートレスな接続は、別の受信したクライアン
トにより順番に使用されます。 ステートレスなサーブレット・コンテキスト およびステート
レスなサーブレットは、JNDI名前空間に公開された場合などに指定する必要があります。 

セッション・シェルのコマンドで使用する ServletContextエントリおよび Servlet（各
エントリについては、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照）には、アプリケーショ
ン・コンテキストまたは特定のサーブレットがステートレスであることを宣言するために使
用できる -statelessオプションがあります。 この情報は、Exportコマンドとともに使用し、
構成の管理を簡略化します。 

いくつかの Oracle APPSでは、ステートレスなモデルが使用されます。 このモデルは、OSE
へのインストール時にこれらをステートレスと宣言する場合などに便利です。 

Apacheのステートフルなハンドラとステートレスなハンドラのステートフルなハンドラとステートレスなハンドラのステートフルなハンドラとステートレスなハンドラのステートフルなハンドラとステートレスなハンドラ
ステートフルな接続またはステートレスな接続のどちらを使用するかを指定する場合は、次
のように、使用するハンドラの特定の可変を指定します。

 SetHandler aurora-stateless-server
 SetHandler aurora-statefull-server
 SetHandler aurora-server

� 最初のハンドラ（ステートレスな接続を指定）は、要求が HTTPセッションをエラーと
して開始するこのチャネルを介して処理されたとみなします。 

� 2つ目のハンドラ（ステートフルな接続を指定）では、HTTPセッションを許可し、
Apacheで、要求を処理する個別のセッションを定義する必要があります。 

� 3つ目のハンドラでは、デフォルト・モード（ステートフル）が使用されます。 
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図図図図 5-2 ステートフルなセッションとステートレスなセッションステートフルなセッションとステートレスなセッションステートフルなセッションとステートレスなセッションステートフルなセッションとステートレスなセッション
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OSEアプリケーションでの Apacheの構成
Apacheの構成情報の抽出の構成情報の抽出の構成情報の抽出の構成情報の抽出
OSEで実行しているWebアプリケーションの構成を指定する一意の場所は、Oracle8i JVM
内の JNDI名前空間です。 ツール、exportwebdomainは、Webドメインにインストールさ
れているアプリケーションに関する情報を取得し、対応する Apache.confファイルを生成
します。このファイルを Apacheのメインの構成ファイルに追加します（例 5-2「Webドメ
イン構造の Apache CFGファイルへのエクスポート」を参照）。 

1. mod_oseの構成ファイル内の webdomainの構造を生成するには、exportwebdomain
コマンドを使用します。 エクスポート・ユーティリティは、次の 2つの段階で機能しま
す。 

� ドメイン内の webdomainまたは contextsの構造情報を XML形式で生成する場合。

� XMLへの変換を適用して、mod_oseに固有の構成ファイルを生成する場合。 構成ファ
イルをシェルで生成します。

sess_sh -s <ose-url> -u <user> -p <passwd>

exportwebdomain -format Apache -netservice <name in tnsname.ora> <Web domain> & > <file.conf>

このコマンドで、サーバーへ接続し、webdomainの情報を Apacheに必要な形式で生成し
て、<file.conf>に保存します。 

パラメータは次のように定義されます。

<Web domain> - エクスポートするWebドメインの JNDIの位置（シングル・ドメイン
の場合はサービス・ルートがデフォルトになる）。 

<file.conf> - 生成された構成を格納するファイルの名前。この例では、Apache.conf。

オプションは次のように定義されます。

format type: 定義された形式で出力を生成します。 mod_oseの構成ファイルを生成する
には、テキスト文字列 Apacheまたは apacheを使用します。 

使用可能なすべてのオプションの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』の
「exportコマンド」を参照してください。 特に、特定のコンテキストのエクスポート、
つまり doc_root（静的ページ）を OSEに要求するか、あるいはローカルで処理するか
について選択できます。

例例例例 5-2 Webドメイン構造のドメイン構造のドメイン構造のドメイン構造の Apache CFGファイルへのエクスポートファイルへのエクスポートファイルへのエクスポートファイルへのエクスポート

1. 次を入力します。

exportwebdomain -format apache -netservice inst1_http /webdomains & > 
/apache/config/webdomains.cfg

出力ファイル webdomains.cfgには、Webドメイン構成が格納されます。
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OSEアプリケーションでの Apacheの構成
2. 次の例に示される、生成されたファイルは、Apache構成ファイル、httpd.confの最
後尾に追加されます。

例例例例 5-3 exportwebdomainコマンドの出力結果：コマンドの出力結果：コマンドの出力結果：コマンドの出力結果：webdomains.cfg

 

# Apache configuration 
# Domain: /webdomains
#
<IfModule mod_ose.c>

AuroraService inst1_http
#
# Context for VPATH /context-test/
#

<Location /context-test/ > 
AddHandler aurora-server snoop
</Location>

<Location /context-test/admin/shell > 
SetHandler aurora-server
</Location>

<Location /context-test/errors/internal > 
SetHandler aurora-server
</Location>

<Location /context-test/examples/counter > 
SetHandler aurora-server
</Location>

<Location /context-test/examples/snoop > 
SetHandler aurora-server
</Location>

<Location /context-test/servlet/* > 
SetHandler aurora-server
</Location>

</IfModule>

#
# End of configuration
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mod_oseを使用したサイトのトポロジ
mod_oseを使用したサイトのトポロジを使用したサイトのトポロジを使用したサイトのトポロジを使用したサイトのトポロジ
mod_oseを使用すると、Web環境のシステムに様々なネットワーク・トポロジを構成でき
ます。 特に、単一障害点のない構成を定義できます。 このような構成では、ノードの障害が
発生すると、使用されているデータベース・インスタンスの 1つに障害がある場合、利用可
能な Oracle リスナーにより他のデータベース・インスタンスに要求をリダイレクトできま
す。 この機能を使用するためには、アプリケーションをすべてのノードで複製し、アプリ
ケーションで、期限切れのデータベース・セッションからのリカバリを処理できるようにす
る必要があります。

図図図図 5-3 Net8を使用した、を使用した、を使用した、を使用した、mod_oseでのリスナーとロード・バランシングでのリスナーとロード・バランシングでのリスナーとロード・バランシングでのリスナーとロード・バランシング
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事前インストールされている Apacheシステムのための mod_oseのインストール
事前インストールされている事前インストールされている事前インストールされている事前インストールされている Apacheシステムのためのシステムのためのシステムのためのシステムのための
mod_oseのインストールのインストールのインストールのインストール 

Apacheがすでにシステムにインストールされている場合は、OSEに必要な構成を設定する
必要があります。 Apacheと OSEが Oracleからインストールされている場合は、インストー
ルはできています。

Apacheインストールの binディレクトリから、次のコマンドを実行します。 

apxs -i -a -n mod_ose $APACHE_HOME/Apache/libexec/libjipa8i.so

このコマンドで、モジュールを Apacheインストレーションにコピーして、該当する
LoadModuleディレクティブを httpd.configに追加すると、そのモジュールが使用でき
ます。次に Apacheを再起動すると、新しいモジュールを使用できます。 

Apache構成構成構成構成
Apache構成は、次の 2つの部分に分かれています。 

� OSEサービスの指定（要求用）

� 動的要求の指定（URL）

OSEサービスの指定サービスの指定サービスの指定サービスの指定
このステップでは、データベース内で OSEと通信する場合に使用する接続を構成します。 
Apacheの OSEサービスは、仮想ホスト・レベルでのみ構成できます。 仮想ホストのパスは、
1つの OSEサーバーにのみルートできます。 

OSEへの接続に使用する接続記述子を指定するには、mod_oseコマンド AuroraService
を使用します。 構文は次のようになります。

<IfModule mod_ose.c>
 AuroraService connection-name

</IfModule>

次の構成例では、使用する接続を定義し、例 5-1で定義した、inst1_http 接続を示しま
す。 

注意注意注意注意 : インストーラは、ライブラリを
$APACHE_HOME/Apache/libexecで使用できるようにする必要がありま
す。

libjipa8i.soが依存する libjip.soは、インストーラによって
$ORACLE_HOME/libにコピーされます。
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事前インストールされている Apacheシステムのための mod_oseのインストール
例例例例 5-4 OSE へ接続する接続記述子の定義へ接続する接続記述子の定義へ接続する接続記述子の定義へ接続する接続記述子の定義 

<IfModule mod_ose.c>
 AuroraService inst1_http

</IfModule>

仮想ホストで、独自の AuroraService構成を定義しない場合は、デフォルトのホスト構成
が使用されます。 

動的要求の指定動的要求の指定動的要求の指定動的要求の指定
mod_mimeの一部として定義される、AddHandlerおよび SetHandlerコマンドは、
Auroraへ送信される要求を指定します。 （mod_mimeについては 5-2ページの「Apacheで
の OSEの要件」を参照してください。）

� AddHandlerは、ファイル拡張子を指定します。 

� SetHandlerは、OSEへ送信されるアドレス・セグメントを指定します。

例例例例 5-5 OSE により処理されるファイル拡張子を指定するにより処理されるファイル拡張子を指定するにより処理されるファイル拡張子を指定するにより処理されるファイル拡張子を指定する AddHandler 

AddHandler aurora-server .jsp .snoop

これで、拡張子が .jsp または .snoopのファイルのステートフルな要求は、OSEへ送信さ
れます。 

例例例例 5-6 すべての接続要求を指定し、すべての接続要求を指定し、すべての接続要求を指定し、すべての接続要求を指定し、OSEへ送信されるアドレス・セグメントを解析するへ送信されるアドレス・セグメントを解析するへ送信されるアドレス・セグメントを解析するへ送信されるアドレス・セグメントを解析する
SetHandler

SetHandler aurora-server

このコマンドは、Location ディレクティブとともに使用する必要があり、OSEで処理される
仮想パスのコンポーネントを次のように解析します。 

<Location /examples/> 
 SetHandler aurora-server

</Location>

Apacheで使用される要求の仮想パスは、OSEへそのまま転送されます。 OSEでは、JNDI名
前空間情報から渡された Apache構成文字列のセグメントが生成されます。 
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URLの転送
URLの転送の転送の転送の転送
HTTP要求が Apacheから mod_oseへ送信されると、初期のパス情報、
http://<web-domain:port>は破棄されます。 残りのパスは、OSEへ送信されます。 サー
ブレットが実行されると、その結果はクライアントへ戻されます。 通常、要求パスは要求を
mod_oseからサーブレット・サーバーへルーティングする Apacheを起動します。 

例例例例 5-7 要求を要求を要求を要求をmod_oseからからからから OSEへルーティングするへルーティングするへルーティングするへルーティングする Apache

Apacheがリスニングしているポートが 3000で、次のディレクティブが httpd.conf ファ
イルに挿入されている場合は、次のようになります。

 <Location /MyContexts>
    SetHandler aurora-server
 </Location>

クライアントは、http://apacheserver:3000/MyContexts/Counterを要求します。
mod_oseは、要求を /MyContexts/Counterとして OSEへ転送します。 /Counterが、
/MyContextsサーブレット・コンテキストのディレクトリ内の公開されたサーブレットと
して検出された場合は、OSEで応答が送信されます。 見つからない場合は、デフォルトの
サーブレットによって、デフォルトの Error 404（Not Found）が戻されます。 この動作を変
更するには、サーブレット管理ツールを使用します。

 静的ファイルを処理する場合も同じ論理が適用されます。

例例例例 5-8 静的ファイルを処理する静的ファイルを処理する静的ファイルを処理する静的ファイルを処理する Apache ととととmod_ose

クライアントが http://apacheserver:3000/MyContexts/index.htmlを要求したと
します。

この場合、/MyContexts/index.htmlファイルは、ルート・ディレクトリ下に、URLで
指定されたとおりに存在する必要があります。このファイルは、パスとファイル名を送信す
る方法と、パス全体が読み取られる方法を示しています。

注意注意注意注意 : 例 5-8では、mod_jservを使用するユーザーために、特定の要求
操作の詳細を解説しています。
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OSE サーバー
6

OSE サーバー構成サーバー構成サーバー構成サーバー構成

この章では、例と説明を使用して、OSEの管理方法とツールを説明します。 

この章では、次の項目について説明します。

� OSEの設定

� サービスの作成

� ドメインの作成

� サーブレット・コンテキストの作成

� サーブレットの追加
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OSEの設定
OSEの設定の設定の設定の設定
OSEは、エンド・ポイントをリスニングするように構成されたサービスを介して機能しま
す。 サービスには、1つ以上のドメインがあります。 ドメインには、1つ以上のサーブレッ
ト・コンテキストが格納されます。 サーブレット・コンテキストは、Webアプリケーション
層を表し、サーブレットおよび様々なサポート・エントリが格納されます。

ドメインには、仮想パスがサーブレット・コンテキストにマップされるように構成されてい
ます。 サーブレット・コンテキストは、仮想パスがサーブレットにマップされるように構成
されます。

サービスの作成サービスの作成サービスの作成サービスの作成
サービスの基本レベル、サービス名、プロパティ・グループおよびルートの位置を定義する
には、createwebserviceコマンドを使用します。 マルチ・ドメイン・サービスを作成す
る場合は、このコマンドで IPアドレスおよび仮想ホスト名も定義します。 構成したサービス
構造を参照するには、次の getpropertiesコマンドを使用します。

getproperties  /service/<service_name> 

既存のデータベース・リスナーを使用して新しいエンド・ポイントを動的に追加するには、
addendpointコマンドを使用します。 新しいエンド・ポイントは、静的に作成することも
できます。

ドメインの作成ドメインの作成ドメインの作成ドメインの作成
Webドメインを作成するには、createwebdomainコマンドを使用します。 新しいWebド
メインは、コマンドを実行したスキーマにより所有されます。 このドメインに格納されてい
るサーブレットは、ドメインの所有者として実行されます。 各Webドメインは、サーブレッ
ト・コンテキスト、/defaultが生成されます。

コンテキスト・グループコンテキスト・グループコンテキスト・グループコンテキスト・グループ
 構成したドメイン構造の設定を参照するには、次を入力します。

getproperties <domainroot>/config 

注意注意注意注意 : 次の項で使用されるコマンドの詳細は、『Oracle8i Java Tools リ
ファレンス』を参照してください。
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サーブレットの追加
コンテキスト・グループには、HTTP要求を処理する仮想パスとコンテキスト間のマッピン
グのリストを持ちます。 これは、名前と値の組合せのリストになります。

� 名前の部分は、仮想パスになります。 

� 値の部分は、Webドメインのコンテキストのサブディレクトリに対応する、コンテキス
トの名前になります。 

このリストは、HTTP要求を処理する適切なサーブレット・コンテキストにマップされる仮
想パスのリストです。

MIMEグループグループグループグループ
MIMEグループは、WebドメインでサポートされるMIMEタイプのマッピングに対する拡
張子をリストします。

サーブレット・コンテキストの作成サーブレット・コンテキストの作成サーブレット・コンテキストの作成サーブレット・コンテキストの作成
サーブレット・ コンテキストを作成するには、createcontextコマンドを使用します。 
サーブレット・コンテキストは、ドメインのルート内の contextsディレクトリに格納され
ます。 ステートレスなサーブレットまたはステートフルなサーブレットのどちらかをサポー
トするように、サーブレット・コンテキストを設定できます。

サーブレット・コンテキストの設定を参照するには、次を入力します。

getproperties  <domainroot>/contexts/<servlet_context>/config

サーブレット・コンテキストの configオブジェクトの仮想マッピングを参照するには、次の
コマンドを使用します。

getproperties  <domainroot>/config

MIMEグループグループグループグループ
MIMEグループは、WebサーバーでサポートされるMIMEタイプのマッピングに対する拡
張子をリストします。

サーブレットの追加サーブレットの追加サーブレットの追加サーブレットの追加
サーブレット・コンテキストでサーブレットを公開するには、publishservletコマンド
を使用します。 このコマンドでは、仮想パスを指定したサーブレットに対応付けることもで
きます。  構成したサービス構造の設定を参照するには、次のように入力します。

getproperties <domainroot>/contexts/<servlet_context>/named_servlets/<servletA>
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サーブレットの追加
サーブレット・コンテキストの configオブジェクトの仮想マッピングを参照するには、次の
コマンドを使用します。

getproperties <domainroot>/contexts/<servlet_context>/config
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開発者用のツールと手
7

開発者用のツールと手順開発者用のツールと手順開発者用のツールと手順開発者用のツールと手順

この章では、例と説明使用して、OSE での開発方法とツールを説明します。

 この章では、次の項目について説明します。

� Webサービス

� サーブレット・コンテキストの管理

� サーブレット・コンテキストの内容

� 公開されたサーブレットの管理

� サーブレットの作成
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Webサービス
Webサービスサービスサービスサービス
Webサービスには、サービスの構成に応じて、1つ以上のドメインが格納されます。 新しく
作成されたWebドメインには、1つのサーブレット・コンテキスト、 defaultが格納され
ます。 このサーブレット・コンテキストは、別のサーブレット・コンテキストにマップされ
ないすべての要求のコンテンツを処理します。 独自のアプリケーションに固有のサーブレッ
トおよびサーブレット・コンテキストを作成できます（図 7-1「JNDI名前空間の JNDI デ
フォルト・サーブレット・コンテキスト」を参照）。

JNDI名前空間のディレクトリ構造は、別のサーブレット・コンテキストに対応しています。 
JNDI名前空間ツリーの両方のブランチに、同じ構造要件が適用されます。 シングル・ドメイ
ンと複数ドメインの図示による例は、図 1-2および図 1-3を参照してください。 

図図図図 7-1 JNDI名前空間の名前空間の名前空間の名前空間の JNDI デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト・・・・サーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキスト

サービスのプロパティを定義するには、createwebserviceコマンドを使用します。 この
コマンドの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』に記載されています。

Webサービスの仮想ホストとサービスの仮想ホストとサービスの仮想ホストとサービスの仮想ホストと IPドメインドメインドメインドメイン
シングル・ドメインには、IPアドレス、仮想ホスト・ドメインのどちらもありません。 ドメ
インのルートは、サービスのルートです。 サービスを仮想ホストまたは IPアドレスのどちら
かとして、マルチ・ドメイン・サービスとして構成している場合は、ドメインはサービス・
ルート内でルーティングされます。 サービスに、IPアドレスおよび仮想ホストの両方のタイ
プのドメインがある場合は、IPアドレスはサービス・ルート内でルーティングされ、仮想ホ
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サーブレット・コンテキストの管理
ストは IPアドレス・ドメインに格納されます（図 1-3「仮想ホストを持つマルチ・ドメイ
ン、マルチホームの例」を参照）。

これらのドメインは、createwebdomainコマンドで作成します。 構文および引数の詳細
は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。

Webサービスのポートの変更サービスのポートの変更サービスのポートの変更サービスのポートの変更
ポートは、静的に、または動的な登録コマンドを使用して、該当する表示に対応付けられま
す。 HTTPSをサポートするには、追加の SSLエンド・ポイントをWebサービスに対応付け
ます。

サービスに対応付けるポートを構成するには、addendpointコマンドを使用します（構文
と引数については、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照）。

サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理サーブレット・コンテキストの管理
この項では、サーブレット・コンテキストの作成、変更および削除の方法を説明します。

サーブレット・コンテキストの作成または変更サーブレット・コンテキストの作成または変更サーブレット・コンテキストの作成または変更サーブレット・コンテキストの作成または変更
新しいサーブレット・コンテキストを作成するには、セッション・シェル で
createcontextコマンドを使用します。 

� サーブレット・コンテキストを作成するには、格納しているドメインの contextsディ
レクトリで、書込み権限を持つユーザー名を設定する必要があります。

� 格納しているドメインの configオブジェクトで、書込み権限を持つユーザー名を設定
する必要があります。 

� 仮想パスとして渡される引数がドメインの configオブジェクトに登録されると、新し
いサーブレット・コンテキストは HTTPクライアントにアクセスできるようになりま
す。

� サーブレットは、コンテキストの作成者の識別情報を使用して実行されます。

createcontextは、次のプロパティのすべてまたは一部を定義および設定します。

� このコンテキストに対応付けられている仮想パスを定義します。

� プロパティのリストを使用してコンテキストを初期化します。

� （オプション）静的ページの位置を定義します。

� （オプション）以前指定した既存のコンテキストの破棄および置換をします。

� （オプション）ステートレスのフラグがついている場合、コンテキストはステートレス
で、サーブレットでは HTTPセッション・オブジェクトを取得できません。
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サーブレット・コンテキストの内容
例 7-1「winecellarという名前のサーブレット・コンテキストの作成」では、サーブレッ
ト・コンテキストは http://<host-name>:8080/cellarで始まるすべてのHTTP要求
を処理します。

例例例例 7-1 winecellarという名前のサーブレット・コンテキストの作成という名前のサーブレット・コンテキストの作成という名前のサーブレット・コンテキストの作成という名前のサーブレット・コンテキストの作成

1. セッション・シェルを起動します。 

2. 新しいサーブレット・コンテキストを作成します。

次のように入力します。

3. コンテキストをリストします。

次のように入力します。

$ ls /webdomains/contexts
./            ../           default/      winecellar/  

4. コンテキストは、Webサービス仮想パスのマッピングでもリストされます。 次を入力し
ます。

$ getgroup /webdomains/config contexts
/cellar=winecellar

サーブレット・コンテキストの削除サーブレット・コンテキストの削除サーブレット・コンテキストの削除サーブレット・コンテキストの削除
サーブレット・コンテキストとコンテキスト内のすべてのサーブレットを削除するには、
セッション・シェルの destroycontextコマンドを使用します。 ドメインの configオブ
ジェクトのマッピングも削除されます。

サーブレット・コンテキストの内容サーブレット・コンテキストの内容サーブレット・コンテキストの内容サーブレット・コンテキストの内容
サーブレット・コンテキストは、Webアプリケーションの概念をカプセル化しています。 
サーブレット・コンテキストには、その構成とコンテンツを表すいくつかのエントリが格納
されます。 エントリは、セッション・シェルを使用して参照できます。

例例例例 7-2 構成とコンテンツを表す構成とコンテンツを表す構成とコンテンツを表す構成とコンテンツを表す winecellarのサーブレット・コンテキストのエントリのサーブレット・コンテキストのエントリのサーブレット・コンテキストのエントリのサーブレット・コンテキストのエントリ

1. セッション・シェルを起動します。

2. $ cd /webdomains/contexts/winecellar

$createcontext -virtualpath /cellar /webdomains winecellar

 仮想パス ドメイン名 サーブレット・
コンテキスト
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サーブレット・コンテキストの内容
3. $ ls

./ 

../ 
config 
doc_root 
named_servlets/
defaultservlet
policy
httpSecurity

configオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
configエントリには、サーブレット・コンテキストの動作を制御するプロパティが含まれ
ています。 configオブジェクトを参照および変更するには、オブジェクト・プロパティを
管理するセッション・シェルのコマンドを使用します。 詳細は、『Oracle8i Java Tools リファ
レンス』 を参照してください。  

doc_root オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
doc_rootオブジェクトは、ファイル・システムのリンクとして機能するクラス
SYS:oracle.aurora.namespace.filesystem.FSContextImpl のインスタンスを表
す JNDIオブジェクトです。 doc_rootオブジェクトは、静的コンテンツの位置が特定され
る場所です。 このオブジェクトには、FSContextURLと呼ばれる 1つのプロパティがありま
す。 サーブレット・コンテキストの静的コンテンツのファイル・パスは、FSContextURLプ
ロパティに格納されます。

named_servletsサブディレクトリサブディレクトリサブディレクトリサブディレクトリ
named_servletsサブディレクトリには、サーブレット・コンテキストで公開されたサー
ブレットが格納されます。 公開された各サーブレットは、クラス
SYS:oracle.aurora.mts.ServletActivationのインスタンスを表す JNDIオブジェ
クトになります。

defaultservletオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト
サーブレット・コンテキストに defaultServletという名前のエントリがある場合は、要
求を満たすサーブレットが他にない場合にそのサーブレットが使用されます。 サーブレッ
ト・コンテキストにデフォルトのサーブレット用のエントリがない場合は、格納されている
サービスによってデフォルトのサーブレットが指定されます。

policyディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ 
policyディレクトリには、セキュリティ構成のエントリが格納されます。 詳細は、第 8章
「セキュリティ HTTPの管理」を参照してください。
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サーブレット・コンテキストの内容
httpSecurity 
セキュリティ・サーブレット、httpSecurityは、すべての要求に対する最初のフィルタ
として機能します。 このサーブレットでは、例外を呼び出すか、例外を呼び出さずに要求の
処理を継続して、セキュリティが処理されます。 詳細は、第 8章「セキュリティ HTTPの管
理」を参照してください。

サーブレット・コンテキスト・グループ・パラメータサーブレット・コンテキスト・グループ・パラメータサーブレット・コンテキスト・グループ・パラメータサーブレット・コンテキスト・グループ・パラメータ 
この項では、サーブレット・コンテキストの config オブジェクトでサポートされるグ
ループとプロパティの完全なリストを示します。

グループ、context.propertiesには、サーブレット・コンテキストを制御するプロパ
ティがリストされます。 

例例例例 7-3 configプロパティの参照と変更プロパティの参照と変更プロパティの参照と変更プロパティの参照と変更

$ getproperties config
--group--=context.properties
context.browse.dirs=true
context.welcome.names=index.html
context.accept.charset=ISO-8859-1
context.accept.language=en
context.default.languages=*
context.default.charsets=*
--group--=context.params
...
--group--=context.mime
java=text/plain
html=text/html
...

$ addgroupentry config context.properties context.browse.dirs false
$ getgroup config context.properties
context.browse.dirs=false
context.welcome.names=index.html
context.accept.charset=ISO-8859-1
context.accept.language=en
context.default.languages=*
context.default.charsets=*
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サーブレット・コンテキストの内容
context.params
context.paramsグループは、サーブレット・コンテキストの getAttributeメソッド
で、実行時にアクセスできる任意の名前と値の組合せのリストです。 

例例例例 7-4 サーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキスト getAttribute メソッドメソッドメソッドメソッド

次のパラメータを指定すると、

$ getgroup config context.properties
details=high

サーブレット内の detailsパラメータに次のようにアクセスできます。

public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    ...  {
    ...
    String details = getServletContext().getAttribute ("details");
    if (details.equals ("high")) {
      ...
    }

context.mime
グループ context.mimeは、サーブレット・コンテキストでサポートされるMIMEタイプ
をリストします。 このグループの形式は、Webドメイン構成のMIME タイプ・グループと
同じ形式です。

context.servlets
サーブレットを公開するときに、それらのサーブレットを仮想パスと対応付けて、セッショ
ン・シェルの getgroupコマンドでこれらの仮想パスを参照できます。 詳細は、項「JNDI
名前空間の JNDI デフォルト・サーブレット・コンテキスト」を参照してください。

グループ context.servletsは、公開されたサーブレットの仮想パスのマッピングをリス
トします。 このグループには、名前と値の組合せのリストが格納されます。この場合、名前
の部分は仮想パスになり、値の部分は、仮想パスを処理するサーブレットの名前になりま
す。 サーブレット名は、サーブレット・コンテキストの named_servletsディレクトリ内
のオブジェクトに対応します。 このペアの名前の部分には、仮想パスまたはワイルドカード
名が含まれます。

context.error.uris 
グループ context.error.urisは、HTTPエラー・コードを、HTTPクライアントに対し
てエラーをレポートするために使用される、サーブレット・コンテキスト内の URIと対応付
けます。 これらの URIは、デフォルトのサーブレットで頻繁に処理され、サーブレット・コ
ンテキストの doc_rootパラメータに関連します。
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公開されたサーブレットの管理
$ getgroup config context.error.uris

401=/system/errors/401.html
403=/system/errors/403.html
404=/system/errors/404.html
406=/system/errors/406.html
500=/errors/internal

公開されたサーブレットの管理公開されたサーブレットの管理公開されたサーブレットの管理公開されたサーブレットの管理
サーブレットは、named_servletsディレクトリでアクティブなサーブレット・エントリ
と仮想パスが、サーブレット・コンテキストの configオブジェクトでマップされると公開
されます。

この項では、OSEで公開されたサーブレットの管理方法を説明します。

サーブレット・コンテキストで公開されたサーブレット・クラスサーブレット・コンテキストで公開されたサーブレット・クラスサーブレット・コンテキストで公開されたサーブレット・クラスサーブレット・コンテキストで公開されたサーブレット・クラス
セッション・シェルの publishservletコマンドと unpublishservletコマンドで、
named_servletsディレクトリとサーブレット・コンテキストの configオブジェクトを変
更します。 サーブレットは、対応付けられたパスと名前を使用して作成（公開）または削除
されます。

公開されたサーブレットは、クラス SYS:oracle.aurora.mts.ServletActivationの
JNDIオブジェクトになります。HTTPクライアントからアクセスするには、サーブレット・
コンテキストで、サーブレットを仮想パスまたはワイルドカードと対応付ける必要がありま
す。

例例例例 7-5 サーブレットの公開サーブレットの公開サーブレットの公開サーブレットの公開

$ publishservlet -virtualpath /tastings \
       /webdomains/contexts/winecellar tastingServlet \
        SCOTT:winemasters.tasting.Tasting

例例例例 7-6 新しいサーブレットと仮想パスのマッピングの確認新しいサーブレットと仮想パスのマッピングの確認新しいサーブレットと仮想パスのマッピングの確認新しいサーブレットと仮想パスのマッピングの確認

# サーブレットの確認
$ getproperties /webdomains/contexts/winecellar/named_servlets/tastingServlet 
  servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting

注意注意注意注意 : 行の継続には、バックスラッシュを使用します。 これは、非常に長
いエントリを処理する場合のシェル・ツールのコマンドライン表記規則で
す。
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公開されたサーブレットの管理
# 仮想パスのマッピングの確認
$ getgroup /webdomains/contexts/winecellar/config context.servlets
/errors/internal=internalError
/tastings=tastingServlet

新しく公開されたサーブレットには、1つのプロパティ、 servlet.classしかありませ
ん。 servlet.class は、サーブレット・クラスの完全な名前（スキーマおよびスキーマ内
の完全なパス）を指定します。 スキーマを指定しない場合は、現行のスキーマが使用されま
す。

プロパティを追加するには、セッション・シェルのコマンドを使用し、サーブレットのソー
スコードから追加のプロパティにアクセスするには、getInitParameter() メソッドを
使用します。 

例例例例 7-7 サーブレットへのプロパティの追加サーブレットへのプロパティの追加サーブレットへのプロパティの追加サーブレットへのプロパティの追加

$ setproperties invoker \
"servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
details=high
style=parker"

$ getproperties invoker
servlet.class=SCOTT:winemasters.tasting.Tasting
details=high
style=parker

サーブレット・プロパティには、次のコードでアクセスできます。

public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   {
...
   String details = getServletConfig().getInitParameter ("details");
 if (details.equals ("high")) {
...
   }
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サーブレットの作成
サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成
OSEを設定すると、サーブレットおよび JSPを作成および配置することができます。 

 「Servlet 2.2仕様」をサポートします。

次の手順は、サーブレットの作成と公開の方法を示します。

1. サーブレットのソースコードを作成します。

2. サーブレットをコンパイルします。

3. サーブレットのクラスをデータベースにロードします。

4. サーブレットを公開します。 

5. Webブラウザからサーブレットを要求します。

サーブレットのソースコードの作成サーブレットのソースコードの作成サーブレットのソースコードの作成サーブレットのソースコードの作成
サーブレットの参考文献には、様々な例とチュートリアルが示されています。 コードの作成
については、サーブレットの参考文献を参照してください。 

サーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイル
サーブレットをコンパイルするには、クラスパスに次の jarが必要です。

1. httpクラスを格納する jarは、次のようになります。 
$(ORACLE_HOME)/jis/lib/servlet.jar 

2. サーブレットでデータベースにアクセスする場合は、次の JDBCクラスも必要です。

- %(ORACLE_HOME)/jdbc/lib/classes12.zip 
- % javac -classpath .:$(ORACLE_HOME)/jis/lib/servlet.jar HelloWorld.java

サーブレット・コードのロードサーブレット・コードのロードサーブレット・コードのロードサーブレット・コードのロード
サーブレットをロードするには、loadjavaコマンドを使用します。Oracle8i JVM 関連のマ
ニュアルで loadjavaに関する項目を参照してください。

% loadjava -u scott/tiger -r HelloWorld.class

注意注意注意注意 : この項を理解するには、「アーキテクチャ」の章の「エンド・ポイ
ント」の項を理解しておくことが前提条件になります。

サーブレット構築の基礎を学ぶためには、『Java Servlet Programming』
（O'Reilly and Associates）などの、サーブレットの参考文献が役に立ちま
す。
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サーブレットの作成
サーブレットの公開サーブレットの公開サーブレットの公開サーブレットの公開
この例では、defaultのコンテキストでサーブレットを公開します。 サーブレットを仮想パ
ス /helloにマッピングします。

$ publishservlet -virtualpath /hello /webdomains/contexts/default helloServlet SCOTT:HelloWorld

サーブレットを変更する場合は、データベースに変更したサーブレットを再ロードする必要
がありますが、Webサーバーでサーブレットを再発行する必要はありません。

サーブレットへのアクセスサーブレットへのアクセスサーブレットへのアクセスサーブレットへのアクセス
Webブラウザでサーブレットを参照するには、次の URLを使用します。
http://<host>:8080/hello
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サーブレットの作成
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セキュリティ HTTPの管
8

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ HTTPの管理の管理の管理の管理

概要概要概要概要
この章では、OSEでHTTPセキュリティを設定する場合に役立つ一連の操作を説明します。

 この章では、次の項目について説明します。

� Webサーバー・セキュリティの前提条件

� 認証と許可

� プリンシパルの宣言

� ツール

� リソースの保護

� アクセス権の宣言

� セキュリティ・サーブレットの宣言

� トラブルシューティング
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Webサーバー・セキュリティの前提条件
Webサーバー・セキュリティの前提条件サーバー・セキュリティの前提条件サーバー・セキュリティの前提条件サーバー・セキュリティの前提条件
OSEでセキュリティ設定を定義およびプログラムするには、JNDI構造の設定と操作を十分
に理解しておく必要があります。 次のチェックリストで、どの程度理解しているか確認して
ください。 

❏ シングル・ドメイン（1-7ページ）

❏ マルチ・ドメイン（1-8ページ）

❏ HTTP仮想パス（2-4ページ）

❏ 仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング（2-8ページ）

❏ HTTP要求（4-2ページ）

❏ サーブレットにより処理される要求（2-5ページ）

❏ デフォルトのサーブレットにより処理される要求（4-4ページ）

❏ サービスの作成（7-2ページ）

❏ コンテキストの作成（7-3ページ）

前述のトピックの中でよくわからないものがある場合は、OSEで JNDI名前空間を処理する
方法およびWebブラウザでOSEと通信する方法を示す図や例を再度参照してください。 各
トピックのリンクを使用すると、その説明が表示されます。 例の完全なリストは、付録 B
「例」に示されています。

この章で基本的なセキュリティの設定を学ぶと、デフォルトの設定を使用して、独自のWeb
サービス・セキュリティの構成を安全に変更できます。

認証と許可認証と許可認証と許可認証と許可
HTTPセキュリティでは、保護付きのリソースへのアクセスは、有効な資格証明の認証およ
びユーザーの許可の 2つの部分で構成されます。 認証は、ユーザーがシステムにより認識お
よび検証されたことを証明する発行済み資格証明の検証です。 許可は、認証されたユーザー
が要求されたアクションを実行できるかどうかの判断です。

セキュリティ保護装置を設置するときは、次の 4つの段階を宣言します。 

1. サービスのプリンシパル 

2. 保護するリソースと保護の方法 

3. サーブレット・コンテキスト内のプリンシパルのアクセス権 

4. サーブレット・コンテキストの rootのセキュリティ・サーブレット 

前述の手順を使用して、Webリソースの HTTPセキュリティを定義するときに適切な基本
情報が使用されているか確認します。 前述の手順が 1つでも欠けると、セキュリティは存在
しなくなるか、保護付きリソースへのアクセスが制限されます。
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プリンシパルの宣言
プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言プリンシパルの宣言
プリンシパルは、ユーザーまたはグループのいずれかを表す一般的な用語です。 レルムは、
サービス内のオブジェクトで、宣言されたプリンシパルが格納されます。図 8-1は、Web
サービスの最上位に位置するレルムオブジェクトの位置を示しています。これは、サービス
の configオブジェクトと同じレベルに位置します。

図図図図 8-1 ドメイン・ルート内のドメイン・ルート内のドメイン・ルート内のドメイン・ルート内の /realmsを示すを示すを示すを示す JNDI構造構造構造構造

グループグループグループグループ
グループには、他のプリンシパル（ユーザーまたはその他のグループ）が格納されます。 グ
ループの個別のメンバは、グループ・オブジェクトのアクセス権を継承します。

ユーザーユーザーユーザーユーザー
ユーザーはシングル・オブジェクトです。 グループとは異なり、ユーザーに属するその他の
プリンシパルのサブセットはありません。 
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プリンシパルの宣言
レルムレルムレルムレルム
各レルムは、プリンシパルの個別のセットを定義します。 レルムとその実体は、すべての
HTTPセキュリティの中心となります。 サービス内には複数のレルムを置くことができます。 
レルムは、次のソースになります。 

� プリンシパルの有効なセット

� サーバーに渡されるプリンシパルのタイプ

レルムはすべてのプリンシパルの基本となるため、次の点で重要な役割も果たします。 

� プリンシパルを識別するために使用する資格証明のタイプの判別

� 資格証明の管理に対してプリンシパルを支援または資格証明を持つエンティティの判別

� レルム内でのすべてのプリンシパルの関係の確立 

デフォルトでは、HTTPセキュリティで次の 3つのレルムの実装が指定されています。 

� JNDI － 名前空間に JNDIエントリのすべての情報を格納します。

� DBUSER － データベースのローカルのユーザー定義に従います。

� RDBMS － より一般的なデータベース表にすべてのプリンシパルとその関係を格納しま
す。

これらの名前は単なる短縮形です。  レルムをインスタンス化する場合は、JNDI名前空間で
レルムクラスを宣言するときの適切な名前を使用してください。

DBUSERの考慮事項の考慮事項の考慮事項の考慮事項
DBUSERレルムは、データベース内で定義されたユーザーとロールから導出されたプリンシ
パルの定義です。 次のいくつかの含意があります。 

� どのセキュリティ・コマンドでも、プリンシパルの管理は許可されません。 プリンシパ
ルの作成、削除およびロール・メンバーシップは、セキュリティ・ツールではなく、
データベースにより管理されます。 

� すべてのインスタンスで、プリンシパルの定義に同じソースを利用するため、すべての
インスタンスは必ず等価になります。 

� プリンシパルを表す場合は、Javaシステムで表示されるように、名前の形式に対して大
/小文字の変換は実行されません。 つまり、データベース・エンティティが作成される
と、大 /小文字を明示的に表さないかぎり、名前はすべて大文字になります。 たとえ
ば、SYSおよび PUBLICは大文字で表しても、次に示すようにユーザーを小文字で作成
した場合は、 

create user "joe" identified by welcome;

ユーザー名は小文字の joeになります。
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ツール
 

ツールツールツールツール
realmコマンドでセキュリティ・レベルを設定する場合は、様々なフラグとオプションを使
用します。 すべての有効なレルムの定義は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』で参照でき
ます。 様々な選択項目のリストを参照するには、セッション・シェルから realmコマンドを
実行します。 

例例例例 8-1 有効なセキュリティ・コマンドをリストする有効なセキュリティ・コマンドをリストする有効なセキュリティ・コマンドをリストする有効なセキュリティ・コマンドをリストする Realmコマンドの実行コマンドの実行コマンドの実行コマンドの実行

$ realm
usage:
realm
realm list -d <webServiceRoot>
realm echo [0|1]
realm secure -s <servletContextPath>
realm map -s <servletContextPath> [- add|remove <path>] [-scheme <auth>:<realm>]
realm publish -d <webServiceRoot> [- add|remove <realmName>] [-type RDBMS | DBUSER | JNDI]
realm user -d <webServiceRoot> -realm <realmName> [- add|remove <userName> [-p <user password>]]
realm group -d <webServiceRoot> -realm <realmName> [- add|remove <groupName> [-p <group password>]]
realm parent -d <webServiceRoot> -realm <realmName> [-group <groupName> [- add|remove <principalName>]] 
[-query <principalName>]
realm perm -d <webServiceRoot> -realm <realmName> -s <servletContextPath> -name <principalName> [-path <path> 
(+|-) <permList>]

コマンド構造コマンド構造コマンド構造コマンド構造
中心的なロールであるため、realmは、シェル内のすべてのセキュリティ・コマンドの先頭
に置かれます。 次の項では、シェルからレルムを作成および管理するコマンドの例を示しま
す。

レルムレルムレルムレルム 
RDBMSレルムを作成するには、次を入力します。

realm publish -w /myService -add testRealm -type RDBMS
JNDIと DBUSERの場合は、その文字列をタイプ引数として使用します。 

レルムを削除するには、次を入力します。

realm publish -w /myService -remove testRealm
レルム宣言は、JNDI名前空間に常駐します。 一度作成されて、カスタマイズされたレルムを
配置するには、名前空間エントリを若干カスタマイズする必要があります。 

注意注意注意注意 : 大 /小文字の区別は、ブラウザからユーザー名とパスワードを指
定する場合重要です。
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ツール
ユーザー定義のレルムを公開するには、次を入力します。

realm publish -w /myService -add testRealm -classname foo.bar.MyRealm

プリンシパルプリンシパルプリンシパルプリンシパル
userを作成するには、次を入力します。
realm user -w /myService -realm testRealm1 -add user1 -p upswd1

groupを作成するには、次を入力します。
realm group -w /myService -realm testRealm1 -add group1 -p gpswd1 

前述のコマンドのいずれかで、パスワードを空白のままにすると、プリンシパル名がかわり
に使用されます。

userを削除するには、次を入力します。
realm user -w /myService -realm testRealm1 -remove user1

groupを削除するには、次を入力します。
realm group -w /myService -realm testRealm1 -remove group1

レルムの userをリストするには、次を入力します。
realm user -w /myService -realm testRealm1

レルムの groupをリストするには、次を入力します。
realm group -w /myService -realm testRealm1

groupにプリンシパルを追加するには、次を入力します。
realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1 -add user1

groupからプリンシパルを削除するには、次を入力します。
realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1 -remove user1

group内のプリンシパルをリストするには、次を入力します。
realm parent -w /myService -realm testRealm -group group1

プリンシパルがメンバーであるグループを問い合せるには、次を入力します。
realm parent -w /myService -realm testRealm -q user1
（この問合せオプションをサポートしないレルムもあります。）

注意注意注意注意 : プリンシパルの変更をサポートしないレルムもあります。 たとえ
ば、DBUSERレルムでは、プリンシパルの操作はサポートされません。
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リソースの保護
詳細詳細詳細詳細
サービスでレルムが宣言されている場合は、それらのレルムは、サービスの realmsサブコ
ンテキストに位置します。 JNDIレルムの場合は、そのプリンシパルの宣言を格納する
realmsコンテキスト内にサブコンテキストが追加されます。

/realmsが削除されると、すべてのレルム定義も削除されます。 ただし、外部ソース（表エ
ントリなど）はそのまま残ります。 セッション・シェル realmツールを使用すると、効率的
なレルム管理をより安全に実行できます。

realmsのサブコンテキストを削除すると、JNDIタイプのレルムに影響する場合がありま
す。 RDBMSレルムは、次の表を使用するように定義します。 

� JAVA$HTTP$REALM$PRINCIPAL$ － すべてのプリンシパルとコード化された形式の
パスワードを格納します。

� JAVA$HTTP$REALM$GROUP$ － プリンシパルとグループの関係を格納します。

リソースの保護リソースの保護リソースの保護リソースの保護
OSE のHTTPセキュリティ・リソースの保護は、サーブレット・コンテキストに対してロー
カルにあります。 保護付きのリソースを宣言するには、情報の 2つの部分を、保護スキーム
に組み込んで指定する必要があります。 スキームの形式は、次のようになります。 

<authType>:<realmName> 

次の 2つの認証タイプが有効です。 

� 基本 － 通常の base64エンコーディングで、あまり安全ではありません。 

� ダイジェスト － 両方の当事者がパスワードを自己管理し、高度に暗号化されたコード
を渡します。 コードは、タイム・スタンプ、要求されている URL、シークレット・キー
およびリクエスタの IPなどの、多くの状況に固有な値に埋め込まれます。

ダイジェストは基本よりもはるかに安全ですが、一部のブラウザではサポートされません。 
通常のインストレーションでは、IE5はダイジェストをサポートしますが、Netscape 4.7は
サポートしません。

リソースを保護しないことを宣言することもできます。 これは、サーブレット・コンテキス
ト・ルートを保護しない場合に役に立ちます。 ただし、ルートが保護されると、ツリーの一
部となるエラー・ページも保護されます。 エラー・ページの送信は、認証プロセスの一部で
す。 エラー・ページが保護されると、サイクルが作成されて、目的の動作は認識されません。 

エラー・ページのデフォルトをツリーの一部にするかわりに、エラー・ページを保護しない
ことを明示的に宣言します。 この場合、<NONE>の保護スキームを使用します。 たとえば、
次のようになります。

realm map -s /myService/contexts/myContext -a /system/* -scheme <NONE>
realm map -s /myService/myService/contexts/myContext -a /* -scheme basic:testRealm1
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リソースの保護
コマンド構造コマンド構造コマンド構造コマンド構造
保護付きのパスは、サーブレット・コンテキストに対してローカルにあります。 内部的に、
保護されたパスは正規化されて、安定した、予測可能な一致パターンを有効化できます。 こ
れにより、内部の表示は、保護スキームを作成するのに使用される元のパスと異なる場合が
あります。 HTTPセキュリティでは、保護ルールを適用する場合、最も長く一致するもの
（可能な限り完全一致のもの）が使用されます。 

保護スキームを使用したリソースに対するパスの保護は、次のようになります。

realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc/index.html -scheme 
basic:testRealm1 
realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc -scheme basic:testRealm2 
realm map -s /myService/contexts/myContext -a /doc/* -scheme basic:testRealm3

前述の例のように宣言すると、次の例に示すように、パスはレルムと一致します。

/doc/index.html -> testRealm1 
/doc/foo -> testRealm3 
/doc -> testRealm2 
/doc/ -> testRealm2 
/doc/index -> testRealm3

パスの保護を削除するには、次を入力します。
realm map -s /myService/contexts/myContext -r /doc/index.html

サーブレット・コンテキスト内のすべての保護付きパスをリストするには、次を入力しま
す。
realm map -s /myService/contexts/myContext

パスを保護しないことを明示的に宣言するには、次を入力します。
realm map -s /myService/contexts/myContext -a /system/* -scheme 
<NONE>

サーブレット・コンテキスト内のすべての保護付きパスをリストするには、次を入力しま
す。
realm map -s /myService/contexts/myContext

詳細詳細詳細詳細
保護マッピングの JNDIエントリは、サーブレット・コンテキストのサブディレクトリ、
policyに位置します。 そのサブディレクトリ内のサブコンテキストは、エントリ 
httpMappingで、セキュリティ・サーブレットの保護マッピングを処理するオブジェクト
を作成します。 デフォルトでは、このオブジェクトは JAVA$HTTP$REALM$MAPPING$表
の索引として使用されます。 HTTPレルムのマッピング表には、すべてのマップされたパス
が格納されます。 単純な JNDIエントリの操作で、HttpProtectionMappingをカスタマ
イズできます。
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アクセス権の宣言
アクセス権の宣言アクセス権の宣言アクセス権の宣言アクセス権の宣言
アクセス権は、ドメインで適用されるエンティティとサーブレット・コンテキストで適用さ
れるエンティティを結びつけ、サーブレット・コンテキスト自体に常駐しているため、すべ
ての HTTPセキュリティ宣言の中で最も影響力があります。 

1つのアクセス権宣言は、次の部分のいくつかで構成されます。 

1. サービス

2. 指定されたサービス内のレルム

3. 指定されたサービス内のサーブレット・コンテキスト

4. 指定されたレルム内のプリンシパル

5. 適用するアクセス権へのパス

6. アクセス権を付与するか制限するかどうかの判別

7. 割り当てる HTTPアクション

このように 1つのアクセス権宣言に結合されているすべての構成部分をリストすると、アク
セス権が最も複雑な宣言である理由が簡単にわかります。

前述の項目の中で、HTTPアクションについては説明していません。 HTTPセキュリティの
アクセス権は、有効な HTTP要求メソッド、GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、
TRACEおよび OPTIONSのみと関連します。

コマンド構造コマンド構造コマンド構造コマンド構造
GETおよび POSTのために、user1に対し、/foo/index.htmlでアクセス権の付与を宣言
するには、次を入力します。
realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s 
/myService/contexts/myContext -n user1 -u /foo/index.html + get,post

PUTおよび DELETEのために、user1に対し、/foo/*でアクセス権の制限を宣言するに
は、次を入力します。
realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s 
/myService/contexts/myContext -n user1 -u /foo/* - put,delete

user1に対して、/foo/index.htmlでアクセス権の付与を消去するには、次を入力しま
す。
realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s 
/myService/contexts/myContext -n user1 -u /foo/index.html +

ユーザーのすべてのアクセス権をリストするには、次を入力します。
realm perm -w /myService -realm testRealm1 -s 
/myService/contexts/myContext -n user1
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セキュリティ・サーブレットの宣言
詳細詳細詳細詳細 

サーブレット・コンテキストの policyサブコンテキストには、configエントリがあります。 
これは、すべてのアクセス権の宣言をチェックするためのオブジェクトを作成する場合に使
用されるエントリです。 また、オブジェクトはアクセス権テーブル、
JAVA$HTTP$REALM$POLICY$のキーとしても使用されます。

セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言セキュリティ・サーブレットの宣言
すべての HTTPセキュリティは、JNDI名前空間エントリを使用して宣言されます。 これは、
セキュリティを施行するサーブレットの場合も同じです。 サーブレット・コンテキストに、
httpSecurityという名前の特別なサーブレットがある場合、このサーブレットは、サーブレッ
ト・コンテキスト内のすべての要求に対する最初のフィルタとして追加されます。 

PrivilegedServletインタフェースが実装されているかぎり、すべてのカスタマイズが
許可されます。このサーブレットは、主に次のことを実行します。

� 認識可能なセキュリティ違反がある場合に、その
service(HttpRequest.PrivilegedAccess, HttpRequest, HttpResponse)
中に AccessControlExceptionを呼び出します。

または

� 要求が許可される場合は、例外を呼びません。

認証または許可が実行された後に、サーブレットは、特定の認証されたプリンシパルの値を
要求そのものに設定する必要があります。 これは、実行されているすべてのサーブレットに
よる要求から取得できるユーザー情報です。

コマンド構造コマンド構造コマンド構造コマンド構造
セキュリティ・サーブレットを作成するには、次を入力します。
realm secure -s /myService/contexts/myContext 

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
HTTPセキュリティをデバッグするときに絞り込むいくつかの問題の段階があります。 次の
最低限のチェックリストを使用すると、トラブルシューティングをする場合に役に立ちま
す。 

❏ （レルム名、ユーザー名、または URI指定などの）スペルをチェックしてください。

❏ DBUSERレルムを使用している場合は、大 /小文字をチェックしてください。 

注意注意注意注意 : サーブレットは、named_servletsではなく、そのサーブレット
のコンテキスト・ディレクトリ内で公開されます。 
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トラブルシューティング
❏ ブラウザのキャッシュを設定して、ページが最新バージョンになっているか常にチェッ
クしてください。

❏ ブラウザのキャッシュを消去してください。 

❏ Webサーバー・セッション・プロパティの設定後、必ず新しいWebサーバー・セッ
ションをテストしてください。 この情報は、現行のアクティブなセッションに伝播され
ない場合があります。 実行しているすべてのブラウザを閉じて、新しいブラウザを起動
すると情報は伝搬されます。 

❏ セキュリティ宣言の 4つのすべての段階が適切に実行されているか確認してください。 
どれかが欠けていたり、不適切であると、予測不可能な結果になります。 

❏ 指定した認証のタイプは、使用しているブラウザでサポートされるか確認してくださ
い。 たとえば、デフォルトでは、Netscape 4.7はダイジェスト認証をサポートしません。 
Netscapeでは、この認証は単なる基本認証とみなされます（ダイアログ・ボックスを表
示）。 ただし、基本認証の応答は、ダイジェスト認証には通用しません。 これは、実際に
は不正な理由で表示されているため、通常の Netscapeのプロンプトが表示されると誤
解を招きます。

❏ シェルを使用して、関連するエンティティを問い合せてください。 情報がセキュリティ
の目標を定義する方法で宣言されているか確認してください。 
たとえば、/doc/index.htmlが、基本認証を使用して myRealmの user1のみにア
クセスできるようにする場合は、次のようになります。 

1. myRealmという名前のレルムがドメイン内に必要です。 

2. レルムに、認識されるパスワードを持つ user1という名前のユーザーを含める必
要があります。

3.  /doc/index.htmlのマッピング、またはサーブレット・コンテキスト内の保護
スキーム basic:myRealm へのより一般的なパスが必要です。

4. サーブレット・コンテキストに対して宣言されたセキュリティが必要です。

5. /doc/index.html（またはより一般的なパス）のユーザー user1に対して GET
権限を付与するアクセス権が必要です。
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トラブルシューティング
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PL/SQLサーブレットの
A

PL/SQLサーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成

ここでは、リリース 8.1.7の新しい機能と変更された機能を説明します。

この付録では、次の項目について説明します。

� PL/SQLサーブレットの概要

� アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成

� パッケージ DBMS_EPGC
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PL/SQLサーブレットの概要
PL/SQLサーブレットの概要サーブレットの概要サーブレットの概要サーブレットの概要
Oracle Internet Application Server (iAS)を使用する場合、mod_plsqlモジュールを使用し
て、Web上で PL/SQLストアド・プロシージャにアクセスします。 このモジュールは、ス
テートレスな PL/SQLプロシージャに対して使用することをお薦めします。ステートレスな
PL/SQLプロシージャでは、元のプロシージャ・コールが完了すると、パッケージ変数のト
ランザクション状態と値は保持されません。

iASの mod_oseモジュールで Oracle Servlet Engineを使用して、PL/SQLストアド・プロ
シージャを実行することもできます。 このモジュールは、Javaサーブレットと同じように動
作する、ステートフルな PL/SQLプロシージャに対して使用することをお薦めします。 ス
テートフルな PL/SQLプロシージャでは、複数の HTTP要求に対して状態（パッケージ変
数やトランザクション状態など）を保持できます。

PL/SQLサーブレット実行のためのサーブレット実行のためのサーブレット実行のためのサーブレット実行のための mod_oseの構成の構成の構成の構成
PL/SQLストアド・プロシージャをサーブレットとして実行するには、ゲートウェイ（埋込
み PL/SQL ゲートウェイ）として機能する 1つのサーブレットを最初にロードおよび公開す
る必要があります。 これは、一度のみの操作です。 この操作を一度実行すると、コードを変
更したり、プロシージャごとにステップをロードおよび公開せずに、Web上で PL/SQLプ
ロシージャを実行できます。

埋込み PL/SQLゲートウェイ・サーブレットをデータベース・サーバーにロードするには、
SQL*Plusから、SYSとして接続し、スクリプト rdbms/admin/initplgs.sqlを実行し
ます。

URLでサーブレットにアクセスするには、システムのコマンドラインから、sess_shコマ
ンドを使用して、サーブレットを公開します。 この操作で仮想パスが登録され、その仮想パ
スを使用するドキュメントに対するすべての要求は、埋込み PL/SQLゲートウェイ・サーブ
レットで処理されます。このサーブレットは、適切な PL/SQLストアド・プロシージャを実
行します。 たとえば、次のようになります。

% $ORACLE_HOME/jis/bin/unix/sess_sh -s http://webserver:portnumber -u sys/change_on_
install
--Session Shell--
--type "help" at the command line for help message
$ publishservlet -virtualpath pls/* /webdomains/contexts/default plsGateway 
SYS:oracle.plsql.web.PLSQLGatewayServlet

この例の場合、デフォルトのコンテキストを使用して名前 plsGatewayでゲートウェイ・
サーブレットが公開されます。 この例では、次のようになります。

関連資料関連資料関連資料関連資料 : Web上での PL/SQLプロシージャ実行の詳細は、Oracle HTTP 
Serverのマニュアルの「mod_plsqlnoの使用」を参照してください。
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PL/SQLサーブレットの概要
� PL/SQLストアド・プロシージャには、仮想パス /plsを使用してアクセスできます。 異
なる仮想パスを指定して、それぞれ設定が異なる、サーブレットの複数のインスタンス
を設定する場合もあります。

� plsGatewayではなく、別の名前を選択できます。 これは、別のサーブレットから要求
を転送する場合に使用する名前です。

� SYS:パラメータは、例に示されるとおりに指定する必要があります。 これは、実際の
Javaクラス・ファイルの名前です。

ゲートウェイを使用してストアド・プロシージャにアクセスする場合の URLは、次の中の 1
つになります。

http://webserver/pls/dadname/procedurename
http://webserver/pls/dadname/schemaname.procedurename
http://webserver:portnumber/pls/dadname/procedurename
http://webserver/pls/dadname/procedurename?param1=value1&param2=value2

これらの URLのプロシージャ名には、PL/SQLプロシージャを指定します。 次の項で説明し
ますが、これらのプロシージャでは、DADの構成方法に応じて、ステートフルまたはス
テートレスな実行モデルのいずれかを使用できます。

ステートフルなステートフルなステートフルなステートフルな PL/SQLストアド・プロシージャの作成ストアド・プロシージャの作成ストアド・プロシージャの作成ストアド・プロシージャの作成
通常、PL/SQLストアド・プロシージャをWeb上で実行する場合、プロシージャが終了す
るとそのステータスは消去されます。  このステータス情報には、アクセスするパッケージ変
数の値、トランザクション状態およびテンポラリ表に挿入されたすべての行が含まれます。

いくつかのプロシージャを順番に呼び出す場合（いくつかの異なる HTMLフォームを使用
する登録プロシージャなど）、この動作を変更することがあります。 CGIスタイルのパラメー
タを使用して情報を 1つのプロシージャから別のプロシージャへ渡すかわりに、プロセス全
体が終了するまでパッケージ変数内に情報を格納できます。 登録が成功または失敗した場合
に、単一のコミットまたはロールバックを実行できます。

PL/SQLストアド・プロシージャのコールの間ステータス情報を保つには、次の手順を実行
します。

1. 前述したように、埋込み PL/SQLゲートウェイ・サーブレットを、Oracle Servlet 
Engineを使用して公開します。 この操作を実行する必要があるのは、一度のみです。

2. DADの stateful属性を Yesに設定します。 デフォルトの値は、Noです。値を一度設
定すると、この DADを使用して呼び出されるすべてのパッケージとストアド・プロ

関連資料関連資料関連資料関連資料 :

� DAD構成パラメータの詳細は、Oracle HTTP Serverのマニュアルの
「mod_plsqlの使用」に記載されています。

� sess_shコマンドの構文は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』に記載
されています。
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アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成
シージャの値もそのまま保持されます。 すべての新しい DADで同じ設定が継承される
ように、この属性をグローバル・レベルで設定することもできます。

3. コールの間保持するデータの格納が必要な場合は、いくつかの変数を格納するパッケー
ジを作成します。

4. パッケージ変数にアクセスする 1つ以上の PL/SQLストアド・プロシージャを作成し、
1つのトランザクションに含まれる様々な部分を実行して、ステートフルな実行を活用
します。

5. すべてのデータを準備すると、処理が成功した場合は明示的にコミットし、処理が失敗
した場合はロールバックします。 プロシージャが終了するときは暗黙的コミットはあり
ません。 例外が呼び出された場合、現行のプロシージャ・コールの開始時の状態への暗
黙的ロールバックはありませんが、トランザクションはオープンされたままのため、
コールの終了時にコミットまたはロールバックが必要になります。

パッケージのステータス情報を明示的に削除するには、DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE
をコールします。 この方法を使用すると、ステータス情報のデフォルトの動作を維持しなが
ら、ステートフルなプロシージャのパフォーマンスの利点が得られます。

アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成
Webサーバーを設定して Oracleのストアド・プロシージャを実行する場合は、通常、ブラ
ウザ・インタフェースを使用して、データベース・アクセス記述子（DAD）を設定します。 
この操作を自動化するには、パッケージ DBMS_EPGC内のプロシージャをコールして、DAD
を設定します。 次の例は、アプリケーションから DAD構成を設定または変更する方法を示
しています。 次の項で、パッケージ DBMS_EPGCの各プロシージャを説明します。

--
-- A sample procedure that configures an embedded gateway
-- instance for the given port number.
--
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sample1_init_cfg(port IN PLS_INTEGER) IS
BEGIN

   --
   -- reset instance (port) configuration.
   --
   dbms_epgc.drop_instance(port);
   dbms_epgc.create_instance(port);

   --
   -- set global attributes for the embedded PL/SQL Gateway instance.
   --
   dbms_epgc.set_global_attribute(port, 'defaultdad', 'HR');
   dbms_epgc.set_global_attribute(port, 'adminPath', '/admin_/');
   dbms_epgc.set_global_attribute(port, 'stateful', 'Yes');
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   --
   -- create a database access descriptor (DAD) called APPS
   -- 
   dbms_epgc.create_dad(port, 'APPS');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'default_page', 'APPS.pkg.home');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'document_table', 'APPS.doc_tab');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'document_path', 'docs');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'upload_as_blob', 'jpeg, gif, txt');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'document_proc',
                               'APPS.doc_pkg.process_download');
   -- override global setting for stateful attribute
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'APPS', 'stateful', 'No');

   --
   -- create a database access descriptor (DAD) called HR.
   --
   dbms_epgc.create_dad(port, 'HR');
   --
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'username', 'scott');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'password', 'tiger');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'default_page', 'HR.hello');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'document_table', 'wpg_new_doctab');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'document_path', 'docs');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'upload_as_blob', 'txt');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'upload_as_long_raw', 'sql');
   dbms_epgc.set_dad_attribute(port, 'HR', 'document_proc',
                               'HR.docpkg.process_download');

   --
   -- Commit the changes.
   -- 
   COMMIT;

END;
/
show errors;

--
-- Configure the embedded gateway for port 8080.
--
EXECUTE sample1_init_cfg(8080);
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アプリケーションからのデータベース・アクセス記述子の構成
これまでに DADを扱ったことがある場合は、WebDBおよび OASで使用されている構成
ファイルの構文に似ていることが理解できるかと思います。 次のプログラムに示すように、
一度の操作でこの情報をインポートできます。

-- A sample procedure that configures an embedded gateway
-- using the import method.
--
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sample2_init_cfg(port IN PLS_INTEGER) IS
   string VARCHAR2(2000);
BEGIN

   string := '
[PLSQL_GATEWAY]
adminpath = /admin_/
defaultdad = HR
stateful = yes
[DAD_APPS]
DEFAULT_PAGE=APPS.pkg.home
DOCUMENT_PATH=docs
DOCUMENT_PROC=APPS.doc_pkg.process_download
DOCUMENT_TABLE=APPS.doc_tab
STATEFUL=no
UPLOAD_AS_BLOB=jpeg, gif, txt
[DAD_HR]
DEFAULT_PAGE=HR.hello
DOCUMENT_PATH=docs
DOCUMENT_PROC=HR.docpkg.process_download
DOCUMENT_TABLE=wpg_new_doctab
USERNAME=scott
PASSWORD=tiger
UPLOAD_AS_BLOB=txt
UPLOAD_AS_LONG_RAW=sql
';

   dbms_epgc.drop_instance(port);
   dbms_epgc.create_instance(port);

   dbms_epgc.import(port, string);
   --
   -- Commit the changes.
   -- 
   COMMIT;

END;
/
show errors;
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パッケージ DBMS_EPGC
--
-- Configure the embedded gateway for port 8080.
--
EXECUTE sample2_init_cfg(8080);

パッケージパッケージパッケージパッケージ DBMS_EPGC
このパッケージを使用すると、Oracle Servlet Engineでデータベース・アクセス記述子
（DAD）を構成できます。

埋込み PL/SQLゲートウェイは、Oracleデータベースに埋め込まれている Oracle Servlet 
Engineのプラグインとして実行されます。 Oracle Servlet Engineの複数のインスタンスがあ
る場合は、各インスタンスは固有のポートで HTTP要求をリスニングします。 各ポートに
は、埋込み PL/SQLゲートウェイのインスタンスを対応付けできます。 HTTP要求のポート
番号によって、使用される（対応付けられた構成の）埋込み PL/SQLゲートウェイのインス
タンスが判別されます。

埋込み PL/SQLゲートウェイの各インスタンスは、個別に構成できます。  この構成情報を設
定および取得するには、DBMS_EPGCパッケージを使用します。

構成情報は、中間層ではなくデータベースに格納されるため、Oracle HTTP Serverから
DADを処理しません。 中間層で構成情報を DADと交換するには、このパッケージの
IMPORT/EXPORTプロシージャを使用します。

セキュリティ・モデルセキュリティ・モデルセキュリティ・モデルセキュリティ・モデル
すべてのユーザーがこのパッケージに対する実行権限を付与されている場合でも、パッケー
ジでは、管理ユーザーのプライベート・リストを保守して、その独自のセキュリティ・
チェックが実行されます。これらの管理ユーザーのみがこのパッケージのメソッドをコール
できます。 SYSおよび SYSTEMは、デフォルトで常に管理ユーザーになります。 GRANT_
ADMINおよび REVOKE_ADMINプロシージャで、他のデータベース・ユーザーの埋込みゲー
トウェイ管理権限を制御します。

トランザクションの動作トランザクションの動作トランザクションの動作トランザクションの動作
すべての操作は、呼び出し側のトランザクション・コンテキストで実行されます。 呼び出し
側は、インポート、設定または削除などの更新操作をコールした後に明示的にコミットする
必要があります。

 個別のトランザクション・コンテキストで構成操作を実行するには、自律型 PL/SQLブ
ロックでこのパッケージのコールをラップします。

関連資料関連資料関連資料関連資料 : この構成パラメータについては、Oracle HTTP Serverのマニュア
ルの「mod_plsqlの使用」に記載されています。 ストアド・プロシージャに
mod_plsql以外でアクセスする場合は、適用されないキャッシング・パラ
メータおよび接続プーリング・パラメータもあります。
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型型型型
このパッケージのプロシージャでは、パラメータの受渡しに次の型を使用します。

   TYPE varchar2_table IS TABLE OF VARCHAR2(4000) INDEX BY BINARY_INTEGER;

例外例外例外例外
このパッケージのプロシージャは、次の例外を呼び出せます。

config_error EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(config_error, -20000);
config_error_num CONSTANT PLS_INTEGER := -20000;

user_already_exists EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(user_already_exists, -20001);
user_already_exists_num CONSTANT PLS_INTEGER := -20001;

invalid_port EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(invalid_port, -20002);
invalid_port_num PLS_INTEGER := -20002;

invalid_username EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(invalid_username, -20003);
invalid_username_num PLS_INTEGER := -20003;

not_an_admin EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(not_an_admin, -20004);
not_an_admin_num PLS_INTEGER := -20004;

privilege_error EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(privilege_error, -20005);
privilege_error_num PLS_INTEGER := -20005;

dad_not_found EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(dad_not_found, -20006);
dad_not_found_num PLS_INTEGER := -20006;

invalid_dad_attribute EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(invalid_dad_attribute, -20007);
invalid_dad_attribute_num PLS_INTEGER := -20007;

invalid_global_attribute EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(invalid_global_attribute, -20008);
invalid_global_attribute_num PLS_INTEGER := -20008;
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instance_already_exists EXCEPTION;
PRAGMA EXCEPTION_INIT(instance_already_exists, -20009);
instance_already_exists_num PLS_INTEGER := -20009;

サブプログラムの概要サブプログラムの概要サブプログラムの概要サブプログラムの概要

CREATE_INSTANCEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
ポート番号で識別されるゲートウェイ・インスタンスを作成します。 このコールは、インス
タンスに属性および権限が構成される前に実行する必要があります。

このインスタンス（ポート）がすでに使用されている場合は、この操作はエラーになりま
す。

バルク構成プロシージャ（IMPORTおよび EXPORT）は、明示的にインスタンスを作成せず
に使用できます。

このルーチンのコール側のユーザーは、このゲートウェイ・インスタンスの管理権限を自動
で取得できます。

PROCEDURE create_instance(port IN PLS_INTEGER);

DROP_INSTANCEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
ポート番号で識別されるゲートウェイ・インスタンスの構成情報を削除します。 インスタン
スを削除して再作成した方が、変更するよりも簡単な場合があります。

PROCEDURE drop_instance(port IN PLS_INTEGER);

DROP_ALL_INSTANCESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
データベース内のすべてのゲートウェイ・インスタンスの構成情報を削除します。

このプロシージャのコール側には SYSを指定するか、データベース内のすべてのゲートウェ
イ・インスタンスに対する管理権限が必要です。

PROCEDURE drop_all_instances;
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GRANT_ADMINプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
次の APIでは、ゲートウェイ管理権限をデータベース・ユーザーに付与し、またその権限を
取り消します。 SYSおよび SYSTEMユーザーは、デフォルトでは常に管理ユーザーになりま
す。

ゲートウェイ管理権限をユーザーに付与します。

PROCEDURE grant_admin(port IN PLS_INTEGER, username IN VARCHAR2);

REVOKE_ADMINプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
ユーザーのゲートウェイ管理権限を取り消します。

PROCEDURE revoke_admin(port IN PLS_INTEGER, username IN VARCHAR2);

GET_ADMIN_LISTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
SYSおよび SYSTEM以外のゲートウェイ管理ユーザーのリストを取得します。 そのような
ユーザーが存在しない場合、結果はゼロ要素を示す空の表になります。

PROCEDURE get_admin_list(port  IN          PLS_INTEGER,
                         users OUT NOCOPY  VARCHAR2_TABLE);

SET_GLOBAL_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
すべての DADに適用されるグローバル属性の値を設定します。 属性が特定のポート番号に
すでに設定されている場合は、古い値が新しい値で上書きされます。

属性名は大 /小文字を区別しません。 属性値は、UNIXファイル名を表す場合など、大 /小
文字を区別する場合もありますが、Yesおよび Noなどの値は、大 /小文字を区別しませ
ん。

PROCEDURE set_global_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                               attrname  IN VARCHAR2,
                               attrvalue IN VARCHAR2);

GET_GLOBAL_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
グローバル属性の値を取得します。 属性が設定されていない場合は、NULLを戻します。 属性
が無効な場合は、例外を呼び出します。

FUNCTION get_global_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                              attrname  IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2;
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DELETE_GLOBAL_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
グローバル属性を削除します。

PROCEDURE delete_global_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                                  attrname  IN VARCHAR2);

GET_ALL_GLOBAL_ATTRIBUTESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
埋込みゲートウェイ・インスタンスのすべてのグローバル属性および値を取得します。 出力
は、2つの索引付き表になります。1つの表には属性名が示され、もう 1つの表には対応す
る属性値が示されます。 ゲートウェイ・インスタンスにグローバル属性が設定されていない
場合、出力配列は空になります。

PROCEDURE get_all_global_attributes(port           IN  PLS_INTEGER,
                                    attrnamearray  OUT NOCOPY VARCHAR2_TABLE,
                                    attrvaluearray OUT NOCOPY VARCHAR2_TABLE);

CREATE_DADプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
属性が設定されていない新しい DADを作成します。 DAD名は、大 /小文字を区別しませ
ん。 指定した名前の DADがすでに存在する場合は、古い情報が削除されます。

PROCEDURE create_dad(port IN PLS_INTEGER, dadname IN VARCHAR2);

DROP_DADプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
ゲートウェイ構成から DADを削除します。

PROCEDURE drop_dad(port IN PLS_INTEGER, dadname IN VARCHAR2);

SET_DAD_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
DAD（データベース・アクセス記述子）に属性を設定します。 DADが存在しない場合は作
成されます。 属性の古い値はすべて上書きされます。

DAD名および DAD属性名は、大 /小文字を区別しません。 DAD属性値は、属性によって
大 /小文字を区別する場合があります。

PROCEDURE set_dad_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                            dadname   IN VARCHAR2,
                            attrname  IN VARCHAR2,
                            attrvalue IN VARCHAR2);
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例例例例
set_dad_attribute(8080, 'myApp', 'default_page', 'myApp.home');
set_dad_attribute(8080, 'myApp', 'document_path', 'docs');

GET_DAD_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
DAD属性の値を取得します。 DADが存在しない場合、または属性が無効な場合は、エラー
を呼び出します。 属性が設定されていない場合は、NULLを戻します。

function get_dad_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                           dadname   IN VARCHAR2,
                           attrname  IN VARCHAR2) return VARCHAR2;

DELETE_DAD_ATTRIBUTEプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
DAD属性を削除します。

PROCEDURE delete_dad_attribute(port      IN PLS_INTEGER,
                               dadname   IN VARCHAR2,
                               attrname  IN VARCHAR2);

GET_DAD_LISTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
埋込みゲートウェイ・インスタンスのすべての DADのリストを取得します。 DADが存在し
ない場合、結果はゼロ要素を示す空の表になります。

PROCEDURE get_dad_list(port IN PLS_INTEGER,
                       dadarray OUT NOCOPY VARCHAR2_TABLE);

GET_ALL_DAD_ATTRIBUTESプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
DADのすべての属性を取得します。 出力は、2つの索引付き表になります。1つの表には属
性名が示され、もう 1つの表には対応する属性値が示されます。 DADに属性が設定されてい
ない場合、出力配列は空になります。

PROCEDURE get_all_dad_attributes(port           IN  PLS_INTEGER,
                                 dadname        IN  VARCHAR2,
                                 attrnamearray  OUT NOCOPY VARCHAR2_TABLE,
                                 attrvaluearray OUT NOCOPY VARCHAR2_TABLE);
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IMPORTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
埋込み PL/SQLゲートウェイの構成情報をバルク・ロードするには、次のプロシージャを使
用します。 入力は、次のいずれかのフォームで表します。

� VARCHAR2（最大長 32KB）

� VARCHAR2変数の索引付き表

� CLOB

構成情報の構文は、iASの Oracle HTTP Serverで使用されている構文と同じにする必要があ
ります。 最も簡単に構文を作成するには、既存の DADから構文をエクスポートします。

PROCEDURE import(port IN PLS_INTEGER,
                 cfg  IN VARCHAR2);

PROCEDURE import(port IN PLS_INTEGER,
                 cfg  IN DBMS_EPGC.VARCHAR2_TABLE);

PROCEDURE import(port IN PLS_INTEGER,
                 cfg  IN CLOB);

EXPORTプロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
iASの Oracle HTTP Serverで埋込み PL/SQLゲートウェイの構成情報を使用するには、次
のプロシージャで、この構成情報をフラット化されたフォームにエクスポートします。 出力
は、次のいずれかになります。

� VARCHAR2（最大長 32KB）

� VARCHAR2変数の索引付き表

� CLOB

PROCEDURE export(port   IN  PLS_INTEGER,
                 cfg    OUT NOCOPY VARCHAR2);

PROCEDURE export(port IN  PLS_INTEGER,
                 cfg  OUT NOCOPY dbms_epgc.VARCHAR2_TABLE);

PROCEDURE export(port   IN  PLS_INTEGER,
                 cfg    OUT NOCOPY CLOB);
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例例例例

この付録では、Oracle8i Oracle Servlet Engine ユーザーズ・ガイドのすべての例に対するリ
ンクを示します。

シングル・ドメイン :  URL内のポート関係とドメイン・ルート 1-7

マルチ・ドメイン :  URL内のポート関係とサービス・ルート 1-8

仮想パスのサーブレット・コンテキストへのマッピング 1-10

HTTP仮想パスに対応付けられたサーブレット 1-11

コンテンツへのクライアント・アクセスを示す URL 1-11

doc_rootパスの変更 2-4

publishservletコマンドを使用したサーブレットの公開 2-6

setpropertiesコマンドを使用した、公開されたサーブレットのプロパティの変更 2-6

サーブレット・コンテキストを検索する HTTP要求 2-7

サーブレットを検索する HTTP要求 2-8

defaultservletで処理される要求 2-8

HTTP要求 4-4

サーブレットにより処理される要求 4-4

デフォルトのサーブレットにより処理される要求 4-5

サービスの作成とグローバル・タイムアウトの設定 4-8

このシナリオの Apache接続として、エントリ inst1_httpを定義する tnsnames.ora 5-5

Webドメイン構造の Apache CFGファイルへのエクスポート 5-8

exportwebdomainコマンドの出力結果：webdomains.cfg 5-9

OSEへ接続する接続記述子の定義 5-12

OSEにより処理されるファイル拡張子を指定する AddHandler 5-12
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