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intra-mart 1 はじめに

 

1 はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart WebPlatform(Resin) をご利用になられる方のための設定手引書です。 

（intra-mart WebPlatform(JBoss)、および、intra-mart AppFramework は、このドキュメントの対象外です）。 

 

1.1 用語解説 
 

intra-mart WebPlatform 以下、IWP と略します。 

Web Server Connector WebServerとの連携用モジュールです。以下、WSCと略します。 

WSCをインストールしたディレクトリを<%web_path%>と略します。 

intra-mart Server Manager システム全体を管理するサーバです。以下、imSMと略します。 

intra-mart Service Platform サービスを起動するためのサーバ本体です。以下imSPと略します。 

Application Runtime アプリケーションの実行エンジンです。以下、AppRSrvと略します。 

Resource Service プログラムファイルを管理するサービスです。以下、RSrvと略します。 

Shared-Memory Service 共有メモリを管理するサービスです。以下、SMSrvと略します。 

Permanent-Data Service 永続データを管理するサービスです。以下、PDSrvと略します。 

Serializasion Service 排他制御機能のためのサービスです。以下、SerializeSrvと略します。 

Storage Service ファイルを管理するサービスです。以下、StorageSrvと略します。 

Schedule Service バッチの時間起動を制御するサービスです。以下、ScheduleSrvと略します。

intra-mart Administrator システム全体の状態を見るためのビューアです。以下、imAdminと略します。
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2 設定ファイル 

2.1 設定ファイルの種類 
intra-mart は、その目的別に複数個の設定ファイルを持っています。 

それぞれの設定ファイルについて十分に理解をした上で、設定を編集して下さい。 

 

conf/imart.xml intra-mart サーバ本体に関する設定ファイル 

conf/http.xml intra-mart の http サービス部に関する設定ファイル 

doc/imart/WEB-INF/web.xml Web アプリケーションに関する設定ファイル 

 

2.2 設定ファイルの編集に関する注意点 
設定ファイルを編集した場合、その変更内容をサーバの動作に反映させるには、該当するサーバの再起動が必要です。 

すでにサービスの運用を開始している環境に対して設定ファイルを編集する場合は、メンテナンス時間を設けて全てのサー

バを停止した後に作業を行うようにしてください。運用中のサーバに対して設定ファイルを編集することや、ネットワーク連携し

ているサーバのうち１つまたはすべてではない複数のサーバに関してのみ（他のサーバは運用を継続）設定を変更した場合、

予期せぬエラーの原因となることがあります。 
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3 機能と設定 

3.1 Web Server Connector 
WSC の機能と関連設定について解説します。 

WSC を利用しない環境（Standalone 型でサーバを運用）では、これらの機能を利用することができません。また、設定をする

必要もありません。 

 

3.1.1 WSCの種類 

WSC は、接続する Web サーバ製品と接続方法により様々な種類が存在します。AppRSrv の http.xml と各 Web サーバ

の設定を変更します。Web サーバは Apache2.0 以上、または、IIS6.0 をを使用して下さい。 

linux apache2 Apache 対応組込みモジュール用 for Linux 

solaris apache2 Apache 対応組込みモジュール用 for Solaris 

apache2 Apache 対応組込みモジュール用 for Windows

WSC 

インストールディレクトリ 

round_robin 

win32 

isapi IIS 対応組込みモジュール用 for Windows 

 

3.1.2 WSCの設定に関する注意点 

WSC は、ブラウザからのリクエストを AppRSrv に連携するためのブリッジ的な役割を果たします。この為、設定内容は

Web の仕組に密接に関連した内容となっています。Web サーバの動作の仕組やネットワークについての知識が必要に

なることがありますので、他の文献を参考にしたりネットワーク管理者の協力を得ながら環境構築を行って下さい。 

また、WSC の設定は、Web サーバの設定と連携する AppRSrv での設定内容に矛盾がないように設定しなければなりま

せん。必ず WSC を設定する前に、これから構築しようとしているサーバ環境について設定方法を決定しましょう。 

なお、WSC の設定を変更した際は、Web サーバの再起動も必要です。 

 

3.1.3 WSCの機能 

ここでは、WSC の持つ具体的な機能とその設定方法について説明します。 

 

3.1.3.1 ラウンドロビン 

WSC にはラウンドロビン機能が実装されています。ラウンドロビン機能とは、複数個の AppRSrv を並列に稼動させてリク

エストの処理を分散させることにより、AppRSrv ひとつあたりの負荷を軽減してシステム全体のパフォーマンスを向上す

ることを目的とした機能です。例として、intra-mart(アプリケーションサーバ)を３サーバに分散させるケースで説明しま

す。 

作成者：NTTDATA INTRAMART Co.,LTD. Page 9

 



intra-mart intra-mart WebPlatform（設定ガイド（HTTP 編））

 

Page 10 Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

 

 
図 3-1 

 

WSC のラウンドロビン機能は新規リクエストを受け付けた場合、時間情報を元にしてそのリクエストを処理する AppRSrv

を決定します（AppRSrv の負荷状況により判断するわけではありません）。以後、同一のクライアントからのリクエストは、すべて

最初に割り振られた AppRSrv に処理されることになります。 

したがって、時間情報を利用してリクエストを処理する AppRSrvを決定しますので、極めて短い時間内に複数のリクエス

トを受け付けた場合や有効なセッション数が少ない場合は、AppRSrv の割り振りに極端な偏りが生じてしまうことがありま

す。だたし、通常はそのような短い時間内に多量の新規アクセスが集中すると言うことも稀であるため、設定されている

AppRSrv に対してほぼ均等にクライアントが振り分けられることになります。 

なお、より高度な振り分け設定を行いたい場合は、ロードバランシング機能を実装した他の製品を利用してください。 

 

ラウンドロビン機能を利用して複数の AppRSrv を並列稼動させる場合、設定ファイルに srun 設定を行います。運用して

いる AppRSrv の srun 設定を定義して下さい（１つの AppRSrv プロセスあたり１つの srun 設定が必要です）。 

なお、各 AppRSrv に対する接続設定には、ネットワークコネクションに関する設定項目がありますが、その設定値は同

一にする必要はありません。ネットワーク環境やサーバの各々のサーバの処理能力等を考慮して、個別に設定すること

が可能です。 

3.1.4 http.xmlの設定 

<cluster>タグと<srun>タグ(アプリケーションサーバの設定)を追加します。アプリケーションサーバ(A), (B), (C)で、同様

の設定を行います。（異なる設定を行った場合、ラウンドロビン機能は正しく動作しません） 
http.xml の中身 
 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
    xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
・・・ 
  <server id=""> 
・・・ 

<cluster> 
      <srun server-id="サーバ(A)の ID" host="サーバ(A)の IP アドレス" port="サーバ(A)のポート番号 " index=” 
サーバ(A) のインデックス番号” /> 
      <srun server-id="サーバ(B)の ID" host="サーバ(B)の IP アドレス" port="サーバ(B)のポート番号 " index=” 
サーバ(B) のインデックス番号”/> 
      <srun server-id="サーバ(C)の ID" host="サーバ(C)の IP アドレス" port="サーバ(C)のポート番号 " index=” 
サーバ(C) のインデックス番号” /> 

</cluster> 
・・・ 
  </server> 
</resin> 
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3.1.4.1 接続先の重み付け 

WSC を利用する場合、接続先 AppRSrv に対して自動的に重み付けを行う機能はありません。しかし、設定方法を工夫

することで重み付けをすることができます。 

接続先 AppRSrv の接続先設定である<srun>タグは、内容の等しい<srun>タグを複数個記述することが可能です。例え

ば、特定の AppRSrv に対する接続先設定のみを全く同じ内容で２つ記述した場合、他の AppRSrv と比較してその特定

の AppRSrv に対する要求の割り振りが２倍になります。 

 

ただし、リクエストを処理する AppRSrv はリクエストを受け付けた時間情報を利用して決定されますので、極めて短い時

間内における振り分け状況を見た場合、必ずしも設定を反映されるとは限りません。 

 

また、各 AppRSrv が管理しているセッション数もシステムの利用状況にもよって必ずしも重み付け通りの負荷バランスと

ならないこともあります。 

例えば、システムを長時間使いつづけている人がいた場合、そのクライアントとのセッションは AppRSrv 内に常時保持さ

れることになります。ラウンドロビン機能による AppRSrv 割り当て時には、このような保持中のセッション数は考慮されま

せんので、長時間利用中のユーザが偶然同じ AppRSrv に割り当てられていると、各々の AppRSrv が保持しているセッ

ション数とラウンドロビンの重み付け設定が一致しなくなります。 

 

重み付けに関しては、あくまでも重み付けを重く設定した AppRSrv は他の AppRSrv よりも新しいセッションとなるリクエス

トを割り当てられる割合と確率が高くなるという風に理解してください。 
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3.1.5 Webサーバの設定 

3.1.5.1 Apache2 の場合 

この説明ではエイリアス名を 「imart」 として説明しています。 

httpd.conf の末尾に以下のコードを追加してください。 
 
Alias /imart "<%web_path%>" 
 
LoadModule caucho_module 組み込みモジュールのパス 
 
<IfModule mod_caucho.c> 
ResinConfigServer AppRuntime の IP アドレス AppRuntime のポート番号 

  CauchoStatus false 

</IfModule> 

 

 

httpd.conf のサンプルは、以下のディレクトリにありますので参考にしてください。 

OS httpd.conf のサンプル 

Windows <%web_path%>/round_robin/win32/apache2/sample_httpd.conf 

Solaris <%web_path%>/round_robin/solaris/apache2/sample_httpd.conf 

Linux <%web_path%>/round_robin/linux/apache2/sample_httpd.conf 

 

Windows 版の組み込みモジュールは以下に用意されています。 

 <%web_path%>/round_robin/win32/apache2/mod_caucho.dll 

     

 Solaris、Linux では、お客様の環境において組み込みモジュールをコンパイルする必要があります。 

（コンパイル方法は、インストールガイドを参照してください） 

 

コンパイル済みの組み込みモジュールを以下の URL から取得することもできます。 

http://www.intra-mart.jp/download/try/trylist2.html (TRY 版製品ダウンロード) 

こちらを利用する場合、動作環境等をよくご確認ください。なお、このコンパイル済みの組み込みモジュールはサポート

対象外となります。 

 

3.1.5.1.1 Alias ～ の設定 

sample_http.conf の内容をそのままコピーします。 

 

3.1.5.1.2 LoadModule ～ の設定 

WSC 接続モジュールのパスを指定します。 

sample_http.conf の内容をそのままコピーします。 

 

3.1.5.1.3 ResinConfigServer ～ の設定 

アプリケーションサーバ(A), (B), (C)のうち、どれか任意のサーバの IP アドレスとポート番号を指定します。 

指定されたサーバの http.xml の<srun>タグの設定を参照して、アプリケーションサーバを Web サーバが認識します。 

 

3.1.5.1.4 CauchoStatus 

true/false を設定します。true を設定すると下記のアドレスにアクセスすることで、AppRSrv の状態等を確認できます。 

http://Web サーバアドレス/caucho-status 
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3.1.5.2 IIS6.0 の場合 

(1) インターネット インフォメーション サービス（IIS）マネージャを起動します。 

 

(2) [既定の Web サイト]フォルダを選択し、右クリックから、[新規作成]-[仮想ディレクトリ]を選択します。 

   

 

(3) [次へ] ボタンをクリックして下さい。 

 

 

(4) 仮想ディレクトリ名を入力し、[次へ] ボタンをクリックして下さい。 

※ この説明では仮想ディレクトリ名を imart とします。 

 

 

(5) 物理パスに<%web_path%>を設定し、[次へ] ボタンをクリックして下さい。 

※ <%web_path%>は Web Server Connector をインストールしたディレクトリです。 
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(6) 必要となるアクセス権をチェックし、[次へ] ボタンをクリックして下さい。 

 以下の２つには、必ずチェック をつけて下さい。 

※ 読み取り 

※ ISAPI アプリケーションや CGI を実行する 

 
※ ログ出力をする場合は、書き込み にチェックをつけて下さい。 

※ その他は、任意に設定して下さい。 

 

(7) [完了] ボタンをクリックしてください。 

 

(8) Web コンテンツルート（デフォルトでは C:¥Inetpub）に「scripts」ディレクトリを作成してください。 

（「scripts」ディレクトリが既に存在する場合は、作成する必要はありません） 

 

(9) 上記手順で作成した「scripts」ディレクトリに以下のファイルをコピーします。 

 <%web_path%>\round_robin\win32\isapi\isapi_srun.dll 

 <%web_path%>\round_robin\win32\isapi\resin.ini 

 

(10) resin.ini を以下のように修正します。 

 
(11) 「scripts」ディレクトリを、[既定の Web サイト]の仮想ディレクトリとして作成してください。 

 （手順(2)～(7)と同様の操作を行ってください。既に存在する場合は、作成する必要はありません。） 

 

(12) 上記手順で作成した仮想ディレクトリ「scripts」の実行アクセス許可を「スクリプトおよび実行可能ファ

イル」に設定してください。 

 

 

 

 

 

ResinConfigServer AppRuntime の IP アドレス AppRuntime のポート番号 

CauchoStatus no 

IISPriority high 
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(13) [既定の Web サイト]フォルダを選択し、右クリックから、「プロパティ」を選択します。 

 

(14) ISAPI フィルタタブを選択し、[追加] ボタンをクリックして下さい。 

 

 

(15) [フィルタ名] に 「intra-mart」 と入力し、[実行ファイル] に (9) でコピーしたisapi_srun.dll 

を指定して、[OK] ボタンをクリックして下さい。 

 

 

以下のように設定されていることを確認してください。 

※ ISAPI フィルタの「状態」は、ブラウザでアクセスした際に「読み込み済み」となります。 

（優先度もその際に設定されます。） 

 

 

(16) Web サービス拡張を選択し、右クリックから、「新しい Web サービス拡張を追加」を選択します。 

 

(17) [フィルタ名] に 「intra-mart」 と入力し、[必要なファイル] に (9) でコピーしたisapi_srun.dll 

を指定し、[拡張の状態を許可済みに設定する]にチェックして、[OK] ボタンをクリックして下さい。 
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3.1.6 Httpセッションのフォールトトレランス(Application Runtimeサービス) 

 

ここでは、システムのフォールトトレランスに関する設定方法を説明します。 

対象となる機能ごとにフォールトトレランスの動作仕様および設定方法が異なりますので、運用するシステムに適した方

式を選択して、設定を行ってください。 

 

複数の Application Runtime サービスでセッションを共有する必要がある場合、http.xml と imart.xml にセッションのフェ

ールオーバに関連する記述を書く必要があります。http.xml と imart.xml は Application Runtime サービスをインス

トールしたディレクトリ/conf 以下にあります。セッションをフェールオーバする方法は次の 2 種類あります。 

� TCP リングによるセッションの共有 （メモリ to メモリ方式） 

� データベースによるセッションの共有 （メモリ toRDB 方式） 

 

3.1.6.1 メモリtoメモリ方式によるセッションの共有 

TCP リングによるセッションの共有は複数のアプリケーションサーバ間で通信を行うことによって実現されています。 
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intra-mart
アプリケーションサーバ(B)
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図 3-2 

 

アプリケーションサーバ(A)はセッション情報を常に次のアプリケーションサーバ(B)にバックアップ情報として送っていま

す。そのため、アプリケーションサーバ(A)がダウンして Web サーバ接続モジュールがアプリケーションサーバ(B)にリク

エストを送った場合でもセッション情報がバックアップされているのでクライアントは処理を続行することが可能となります。

また、この場合、アプリケーションサーバ(A)を再起動すると、アプリケーションサーバ(B)に引き継がれたセッション情報

をアプリケーションサーバ(A)は復元するので、新しいリクエストは再びアプリケーションサーバ(A)に割り当てられて問題

なく処理が続行されます。 

 

ただし、セッションがアプリケーションサーバ(A)で作成された場合、アプリケーションサーバ(B)はそのバックアップを保

存されますがアプリケーションサーバ(C)には保存されません。そのため、最初にリクエストがアプリケーションサーバ(A)

に割り当てられてセッションが作成された場合、アプリケーションサーバ(A)(B)のどちらか一方のみが停止した場合は再

起動すればクライアントからのリクエストは問題なく処理されますが、両方とも停止した場合はセッション情報はなくなっ

てしまう場合があります。 
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3.1.6.1.2 imart.xmlの設定 

複数の Application Runtime サービスでセッションを共有する必要がある場合、それぞれの Application Runtime サービ

スにはそれぞれを認識するための ID を割り当てる必要があります。自分自身がどの ID で Application Runtime サービ

スとして起動するかは imart.xml で設定します。imart.xml は Application Runtime サービスをインストールしたデ

ィレクトリ/conf 以下にあります。 
imart.xml の中身 
 
<intra-mart> 
・・・ 
  <platform> 
・・・ 
    <host address="Application Runtime サービスの IP アドレス" id="任意の ID" /> 
・・・ 
  </platform> 
・・・ 
</intra-mart> 

 

ID はそれぞれの Application Runtime サービスごとで異なるものを割り当てる必要があります。 

※インストール時に決定された ID がシステム中で一意でない場合は、サーバ間で一意となるような ID に変更してください。 

 

3.1.6.1.3 http.xmlの設定 

セッションが引き継がれる順番は http.xml の中で記述した<srun>タグの順番に依存します。 

下の例を参考に、<persistent-store>タグ（250 行目あたり）に設定を行ってください。type=”cluster”がメモリ to メモリ方式

であることを示します。 

<init>タグの path 属性で指定されたパスにセッション情報を一時保存するためのファイルが作成されます。 

ルートはイントラマートのインストールディレクトリになります。 

またこれらの設定を有効にするために、<web-app>タグ内の<use-persistent-store>タグと<always-save-session>タグの

記述が必要になります。 
http.xml の中身 
 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
    xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
  <server id=""> 

<cluster> 
     <srun server-id="サーバ(A)の ID" host="サーバ(A)の IP アドレス" port="サーバ(A)のポート番号" index=" サー
バ(A) のインデックス番号" /> 
 <srun server-id="サーバ(B)の ID" host="サーバ(B)の IP アドレス" port="サーバ(B)のポート番号" index=" サー
バ(B) のインデックス番号" /> 

 <srun server-id="サーバ(C)の ID" host="サーバ(C)の IP アドレス" port="サーバ(C)のポート番号" index=" サー
バ(C) のインデックス番号" /> 

</cluster> 
 
<persistent-store type="cluster"> 

<init path="cluster"/> 
</persistent-store> 
 

    <host id=''> 
<web-app id=・・・> 
<session-config> 

<use-persistent-store>true</use-persistent-store> 
<always-save-session/> 

</session-config> 
</web-app > 

</host> 
  </server> 
</resin> 
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この様な設定をした場合、セッション情報は 

� サーバ(A)のセッション情報はサーバ(B)に 

� サーバ(B)のセッション情報はサーバ(C)に 

� サーバ(C)のセッション情報はサーバ(A)に 

それぞれバックアップされます。 
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3.1.6.2 メモリtoＲＤＢ方式によるセッションの共有 

データベースによるセッションの共有はセッション情報をデータベースに登録することによって実現されています。この

場合、どのアプリケーションサーバが停止しても、最低どれか 1 台が稼動していればセッション情報は継続されます。 

Web
サーバ

接続モジュール

Webサーバ

intra-mart
アプリケーションサーバ

intra-mart
アプリケーションサーバ

intra-mart
アプリケーションサーバ

データ
ベース

 

図 3-3 

3.1.6.2.1 http.xmlの設定 

http.xml には以下の情報を設定します。 

� セッション情報を共有するデータベースの情報 

� データベースによるセッション共有の宣言 

 

メモリ to メモリ方式と同様に、<persistent-store>タグ（250 行目あたり）に設定を行ってください。type=”jdbc”がメモリ to 

RDB 方式であることを示します。 

<init> タ グ 内 に RDB の デ ー タ ス ト ア 設 定 を 記 述 し ま す 。 <web-app> タ グ 内 の <use-persistent-store> タ グ と

<always-save-session>タグも必要になります。 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
       xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
・・・ 

 
<server> 

<cluster> 
<srun server-id="サーバ(A)の ID" host="サーバ(A)の IP アドレス" port="サーバ(A)のポート番号 " index=" サー

バ(A) のインデックス番号" /> 
<srun server-id="サーバ(B)の ID" host="サーバ(B)の IP アドレス" port="サーバ(B)のポート番号 " index=" サー

バ(B) のインデックス番号" /> 
<srun server-id="サーバ(C)の ID" host="サーバ(C)の IP アドレス" port="サーバ(C)のポート番号 " index=" サー

バ(C) のインデックス番号" /> 
</cluster> 
 
<persistent-store type="jdbc"> 
  <init> 
    <data-source>jdbc/sessionDB</data-source> 

</init> 
</persistent-store> 
 
<host id=""> 
<web-app id="/imart"> 

    <session-config> 
<use-persistent-store>true</use-persistent-store> 
<always-save-session/> 

</session-config> 
</web-app> 

</host> 
 
</server> 

・・・ 
</resin> 
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jdbc/sessionDB で示されるデータベースは intra-mart で使用するものと同じである必要はありません。 

 

3.1.6.2.2 注意点 

セッションフェールオーバー機能が利用する接続先に設定されたデータベースには以下 DDL で定義されるテーブル

が自動的に生成されます。 

CREATE TABLE persistent_session ( 

  id VARCHAR(64) NOT NULL, 

  data BLOB, 

  access_time int(11), 

  expire_interval int(11), 

  PRIMARY KEY(id) 

) 

 

テーブルには、HTTP セッションにセットされたデータが保存されます。一度保存されたデータは、そのデータを削除す

るか、または javax.servlet.http.HttpSession#invalidate()メソッドの実行により明示的に破棄されるまで消去さ

れません。 

この設定での運用にあたっては、定期的にテーブル内の不要なデータを削除するようにしてください。 

なお、データが不要かどうかの判断要素として、access_time フィールドの値を利用する事が出来ます。このフィールド

には、データの更新時刻（1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒からの累計時間（分））が記録されています。 
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3.2 サーバ 
intra-mart サーバは、その運用形態により様々な種類が存在します。 

サーバの運用形態は、大きく分けて次の２種類になります。 

 

� １つのサーバプロセスのみで運用を行う Standalone 型 

� サーバプロセスを機能毎に分散させたネットワーク分散型 

 

いずれの形態においても、サーバプロセスの設定はconf/imart.xmlおよびconf/http.xmlファイルで行うことが基本となります。

通常は intra-mart Administrator（サーバプロセスの監視および管理用ＧＵＩツール）で設定することが可能ですが、intra-mart 

Administrator では設定できない各機能の詳細な設定を行う場合は、設定ファイル（conf/imart.xml および conf/http.xml）を直

接編集して下さい（設定ファイルを直接編集する場合は、編集前に設定ファイルのバックアップをお勧めします）。 

※conf/imart.xml の設定に関しては、別紙『設定ガイド<<サービス編>>』を参照してください。 

 

3.2.1 サーバの設定に関する注意点 

AppRSrv および Standalone 型サーバは JSP および Servlet 実行エンジンを搭載しています。この実行エンジンは、Web

の仕組に密接に関連した内容となっています。このため、Web サーバの動作の仕組やネットワークについての知識が

必要になることがありますので、他の文献を参考にしたりネットワーク管理者の協力を得ながら環境構築を行って下さ

い。 

サーバ環境をネットワーク分散型で構築する場合、各サーバの設定内容に矛盾がないようにしなければなりません。必

ず設定前に、これから構築しようとしているサーバ環境について設定方法を決定しましょう。 

 

 

3.2.2 サーバの機能と設定方法 

ここでは、サーバの持つ具体的な機能とその設定方法について説明します。 

 

3.2.2.1 Servlet 

J2EE 開発モデルによるアプリケーション開発を行う場合、設定ファイルへの自作の Servlet の定義が必要になる場合が

あります。Servlet の登録は、servlet.*および servlet-mapping.*設定項目により定義します。 

なお、Servlet 設定は web.xml という定義ファイルで定義することも可能です。 

 

3.2.2.1.1 Servlet設定に関する注意点 

ネットワーク分散型でサーバを運用している環境において、新たに Servlet を定義した場合は WSC の設定にも同様の

内容を定義しなければならないことがあります。期待通りに Servlet を呼び出せない場合は、各サーバおよび WSC 間で

矛盾が無いように設定をして下さい。 
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3.2.2.2 データベース接続機能 

データベース接続に関する設定は、以下の設定ファイルで行います。 

 <% Application Runtime の root %>/conf/http.xml 

 <% Server Manager の root %>/conf/data-source.xml 

 

DataSource の設定は http.xml で行います。data-source.xml では、システムデータベース、および、ログイングルー

プデータベースが利用する DataSource の紐付けを行います。データベース連携 API は、data-source.xml で設定さ

れた<connect-id>、<login-group-id> を利用してデータベースへアクセスします。 

 

3.2.2.2.1 http.xmlの設定例 

以下に定義例を示します。 

 http.xml の設定例 

<database> 

<jndi-name>jdbc/sample</jndi-name> 

    <driver> 

<type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

<url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:imart</url> 

<user>database-user-id</user> 

<password>password-str</password> 

</driver> 

<prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

<max-connections>20</max-connections> 

<max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

 

複数の DataSource 設定を同時に定義することも可能です。 

なお、JDBC ドライバの設定等は、利用するデータベース製品により設定方法が異なりますので、設定方法に関しては

各データベース製品のドキュメントを参照するか各ベンダーにお問い合わせ下さい。 

 

3.2.2.2.1 data-source.xmlの設定例 

以下に定義例を示します。 

 data-source.xml の設定例 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<data-source> 

 <system-data-source> 

  <connect-id>default</connect-id> 

  <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

</system-data-source> 

 <group-data-source> 

  <login-group-id>default</login-group-id> 

  <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

 </group-data-source> 

</data-source> 
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3.2.2.3 データベースパスワードの暗号化 

http.xml に設定するデータベース接続用のパスワードを暗号化して記述することが可能です。 

ここではその設定例を説明します。 

 

3.2.2.3.1 http.xmlの設定例 

以下に設定例を示します。 

 http.xml の設定例 

<database> 

<jndi-name>jdbc/sample</jndi-name> 

    <driver> 

<type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

<url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:imart</url> 

<user>database-user-id</user> 

<password resin:type="foo.Password">Xm91/zI==</password> 

</driver> 

<prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

<max-connections>20</max-connections> 

<max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

 

<password>に resin:type 属性を追加し、属性の値には暗号化されたパスワードの複合化を行うクラス名を記述します。

<password>の値には予めパスワードを暗号化したものを記述してください。ここでは例として「Xm91/zI==」と記述してい

ます。 

3.2.2.3.2 パスワードの複合化 

以下に複合化を行うクラスの例を示します。 

 複合化クラスの例 

package foo; 

 

public class Password { 

  String _value; 

 

  public void addText(String value) { 

    _value = value; 

  } 

 

  public Object replaceObject() { 

    return decode(_value); 

  } 

   

  private String decode(String value) { 

    // パスワードを複合化する 

  } 

} 

 

複合化を行うクラスをコンパイルし、Application Runtime 直下の/bin ディレクトリに Java パッケージ階層と同様のディレク

トリ階層の形で class ファイルを配置します。この例では「/bin/foo/Password.class」となります。 

以上でデータベースパスワードの暗号化設定は完了です。 
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3.3 EJBの使用例 
AppRSrv 上で EJB コンテナを起動することができます。 

 

3.3.1 EJBコンテナの設定（リモートEJB） 
 前提 

リモート EJB を使用する場合、EJB コンテナを起動する AppRSrv は Http サーバとしてインストールする必要があります。 

 
 web.xml 

intra-mart の EJB サーバを使用してリモート EJB を利用する場合、EJBServlet が必要となります。 

EJBServlet は WEB-INF 直下の web.xml で設定します。 

web.xml に以下の内容を<web-app>タグの１階層下のレベルに追記します。 
 
<servlet> 
    <servlet-name>EJBServlet</servlet-name> 
    <servlet-class>com.caucho.hessian.EJBServlet</servlet-class> 
    <init-param> 
        <param-name>url-prefix</param-name> 
        <param-value>http://<EJB サーバのアドレス>:<ポート>/imart/ejb</param-value> 
    </init-param> 
    <load-on-startup></load-on-startup> 
</servlet> 
<servlet-mapping> 
    <url-pattern>/ejb/*</url-pattern> 
    <servlet-name>EJBServlet</servlet-name> 
</servlet-mapping> 

 

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。 

タグ 必須 内容 

Servlet ○ Servlet の定義 

  Servlet-name ○ サーブレット名 

  Servlet-class ○ EJBServlet のクラス名 

intra-mart を使用する場合は「com.caucho.hessian.EJBServlet」で固定 

  init-param ○ Servlet の初期パラメータ 

    param-name （※） 初期パラメータ名 

    param-value （※） 初期パラメータの値 

  Load-on-startup ○ アプリケーション起動時にこの Servlet をロードする 

Servlet-mapping ○ URL と Servlet の対応付け 

  url-pattern ○ EJBServlet で扱う URL 

  Servlet-name ○ サーブレット名 

 

（※）以下のパラメータが必須 

param-name 内容 

url-prefix この Servlet 自身の URL のプレフィックス 

<servlet-mapping>の<url-pattern>と一致するようにする。 
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3.3.2 EJBコンテナの設定（ローカルEJB） 
 web.xml 

intra-mart の EJB サーバを使用してローカル EJB を利用する場合、ローカル EJB サーバの設定が必要となります。 

ローカル EJB サーバの設定は WEB-INF 直下の web.xml で設定します。 

web.xml に以下の書式の内容を<web-app>タグの１階層下のレベルに追記します。 

 

<ejb-server> 

<jndi-name>java:comp/env/cmp</jndi-name> 

<ejb-config-dir>WEB-INF</ejb-config-dir> 

<data-source>java:comp/env/jdbc/sample</data-source> 

</ejb-server> 

     

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。 

タグ 必須 内容 

jndi-name ○ ローカル EJB を参照するときの JNDI 名 

config-directory ○ コンフィグディレクトリ 

data-source ○ デフォルトの DataSource 

http.xml で定義済みの DataSource の JNDI 名を指定する。 

 

（※）以下のパラメータが必須 

param-name 内容 

data-source デフォルトの DataSource 

http.xml で定義済みの DataSource の JNDI 名を指定する。 
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3.3.3 EJBコンポーネントの登録 

直接利用することが可能な EJB として SessionBean と EntityBean があります。 

どちらの場合も、WEB-INF 直下に拡張子が.ejb であるファイルを作成し、その中に EJB コンポーネントの情報を記述し

ます。 

複数の EJB コンポーネントを１つの.ejb ファイルにまとめることもできますし、複数の.ejb ファイルに分散させることも可能

です。 

 

3.3.3.1 SessionBean 

以下に Session Bean の設定例を示します。 

 
 *.ejb 

WEB-INF 直下に拡張子が.ejb であるファイルを作成し、その中に EJB コンポーネントの情報を記述します。 

書式は以下のとおりです。 
<ejb-jar xmlns="http://caucho.com/ns/resin"> 
   <enterprise-beans> 
      <session> 
          <ejb-name>SampleHello</ejb-name> 
          <home>sample.ejb.hello.HelloHome</home> 
          <remote>sample.ejb.hello.Hello</remote> 
          <ejb-class>sample.ejb.hello.HelloBean</ejb-class> 
          <session-type>Stateless</session-type> 
          <transaction-type>Container</transaction-type> 
      </session> 
   </enterprise-beans> 
</ejb-jar> 

 

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。詳細は EJB2.0 のデプロイメント記述の仕様を参照してください。 

タグ 必須 内容 

ejb-name ○ JNDI に登録されるときの EJB の名前 

リモート EJB として参照される場合：java:comp/env/ejb/remote/<名前> 

ローカル EJB としてから参照される場合：java:comp/env/ejb/local/<名前> 

Home （※） EJB のリモートホームインタフェースのクラス 

Remote （※） EJB のリモートインタフェースのクラス 

local-home （※） EJB のローカルホームインタフェースのクラス 

Local （※） EJB のローカルインタフェースのクラス 

ejb-class ○ EJB の実装クラス 

session-type ○ Stateless、Stateful のいずれか 

transaction-type ○ Bean、Container のいずれか 

（※）home と remote、または local-home と local のいずれかの組み合わせが必須。 
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3.3.3.2 Entity Bean 

以下に Entity Bean の設定例を示します。 
 *.ejb 

EJB サーバの WEB-INF 直下に拡張子が.ejb であるファイルを作成し、その中に EJB コンポーネントの情報を記述しま

す。 

書式は以下のとおりです。 
<ejb-jar xmlns="http://caucho.com/ns/resin"> 
    <entity> 
      <ejb-name>SampleUser</ejb-name> 
      <local-home>sample.ejb.user.UserHome</local-home> 
      <local>sample.ejb.user.User</local> 
      <ejb-class>sample.ejb.user.UserBean</ejb-class> 
      <persistence-type>Container</persistence-type> 
      <reentrant>False</reentrant> 
      <prim-key-class>java.lang.String</prim-key-class> 
      <primkey-field>id</primkey-field> 
      <abstract-schema-name>b_m_sample_user</abstract-schema-name> 
      <query> 
        <query-method> 
          <method-name>findByFlag</method-name> 
          <method-params> 
            <method-param>int</method-param> 
          </method-params> 
        </query-method> 
        <ejb-ql> 
          SELECT OBJECT(usr) FROM b_m_sample_user usr WHERE usr.flag = ?1 
        </ejb-ql> 
      </query> 
      <query> 
        <query-method> 
          <method-name>ejbSelectUserCount</method-name> 
          <method-params> 
          </method-params> 
        </query-method> 
        <ejb-ql> 
          SELECT count(usr) FROM b_m_sample_user usr 
        </ejb-ql> 
      </query> 
    </entity> 
</ejb-jar> 
 

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。詳細は EJB2.0 のデプロイメント記述の仕様を参照してください。 

タグ 必須 内容 

ejb-name ○ JNDI に登録されるときの EJB の名前 

リモート EJB として参照される場合：java:comp/env/ejb/remote/<EJB の名前> 

ローカル EJB として参照される場合：java:comp/env/ejb/local/<EJB の名前> 

Home （※） EJB のリモートホームインタフェースのクラス 

Remote （※） EJB のリモートインタフェースのクラス 

local-home （※） EJB のローカルホームインタフェースのクラス 

Local （※） EJB のローカルインタフェースのクラス 

ejb-class ○ EJB の実装クラス 

abstract-schema-name ○ EJB のクエリー内で使用されるスキーマ名（データベース上のテーブル名） 

persistence-type ○ Bean または Containger 

Prim-key-class  プライマリキーのクラス 

primkey-field  プライマリキーのフィールド 
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Query  finder または search クエリーの宣言 

  query-method  クエリー 

    method-name  クエリーのメソッド名 

    method-params  メソッドのパラメータ 

      method-param  メソッドのパラメータのクラス 

  ejb-ql  EJB クエリー 

Reentrant  再入力可能かどうか True または False 

（※）home と remote、または local-home と local のいずれかの組み合わせが必須。 

persistence-type を Container に設定する場合、local-home と local は必須。 
 
 conf/http.xml 

エンティティ Bean から接続するデータベースのデータソースを設定します。 

書式は以下のとおりです。 
 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
       xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
  ・ ・ ・ 
   <database> 
      <jndi-name>jdbc/sample</jndi-name> 
      <driver> 

<type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 
        <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl</url> 
        <user>database-user-ID</user> 
        <password>password-string</password> 
     </driver> 
   </database> 
  ・ ・ ・ 
</resin> 

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。 

タグ 必須 内容 

database ○ リソースの登録 （ここではデータベース） 

jndi-name ○ データベースの参照名。 必ず 「jdbc/～」 にする 

driver ○ JDBC 設定 

  type ○ JDBC ドライバクラス 

url ○ データベース接続 URL 

user ○ DB 接続ユーザ名 

password ○ DB 接続パスワード 
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3.3.4 EJBクライアントの設定 

EJB を利用するクライアントでは、以下の設定が必要となります。 

 

 ローカル EJB を利用する場合 

WEB-INF直下のweb.xmlに「0」で指定した内容が書かれていることを確認します。 

 

 リモート EJB を利用する場合 

WEB-INF 直下の web.xml に以下の内容を <web-app> タグに 1 階層下のレベルに追記します。 
 
<jndi-link> 

<jndi-name>java:comp/env/ejb/remote</jndi-name> 

<factory>com.caucho.hessian.HessianContextFactory</factory> 
<init-param java.naming.provider.url="http://<EJB サーバのアドレス>:<ポート>/imart/ejb"/> 

</jndi-link> 

 

それぞれのタグの内容は以下のとおりです。 

タグ 必須 内容 

jndi-name ○ JNDI へのリンク宣言 

Factory ○ JNDI ファクトリクラス 

init-param （※） JNDI ファクトリクラスパス 

 

（※）jndi-factory に com.caucho.hessian.HessianContextFactory を指定した場合、以下のパラメータが必須 

Param-name 内容 

Java.naming.provider.url EJBServlet の URL（*）を指定する。 

（*）EJBServlet の設定時の初期パラメータ url-prefix に従う 
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3.3.4.1 EJB呼び出しの例 
 ローカル EJB を利用する場合 

ローカル EJB を利用する場合のソースの例を以下に示します。 

 
・ ・ ・ 

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

UserHome home =   //  (2) 

    (UserHome)context.lookup( “java:comp/env/ejb/local/SampleUser” ); 

int id = 1; 

User user = home.findByPrimaryKey( id );  //  (3) 

String name = user.getName(); 

・ ・ ・ 

 

(1) JNDI ネーミングコンテキストの生成 

JNDI に接続するためのコンテキストを生成します。 

 

(2) home インタフェースの取得 

JNDI ネーミングコンテキストを利用し、ローカル EJB の home インタフェースをルックアップ（検索）・取得します。 

この例では、web.xml と *.ejb にそれぞれ次のような設定がされています。 

 
  web.xml の内容 

  ・ ・ ・ 

<ejb-server> 

<jndi-name>java:comp/env/cmp</jndi-name> 

<ejb-coufig-dir>WEB-INF</ejb-coufig-dir> 

<data-source>java:comp/env/jdbc/sample</data-source> 

</ejb-server> 

  ・ ・ ・ 

 
  *.ejb の内容 

  ・ ・ ・ 

<entity> 

   <ejb-name>SampleUser</ejb-name> 

   <local-home>sample.ejb.user.UserHome</local-home> 

   <local>sample.ejb.user.User</local> 

   <ejb-class>sample.ejb.user.UserBean</ejb-class> 

  ・ ・ ・ 

 

(3) ローカルのエンティティ Bean の取得 

home インタフェースを利用し、エンティティ Beam を検索・取得します。 
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 リモート EJB.を利用する場合 

リモート EJB を利用する場合のソースの例を以下に示します。 
 

・ ・ ・ 

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

HelloHome home = (HelloHome)PortableRemoteObject.narrow 

(context.lookup( “java:comp/env/ejb/remote/SampleHello” ), 

HelloHome.class);  //  (2) 

Hello hello = home.create();  //  (3) 

String message = hello.getHello(); 

・ ・ ・ 

 

(1) JNDI ネーミングコンテキストの生成 

JNDI に接続するためのコンテキストを生成します。 

 

(2) home インタフェースの取得 

JNDI ネーミングコンテキストを利用し、リモート EJB の home インタフェースをルックアップ（検索）・取得します。 

この例では、web.xml と *.ejb にそれぞれ次のような設定がされています。 

 
  web.xml の内容 

  ・ ・ ・ 

<jndi-link> 

<jndi-name>java:comp/env/ejb/remote</jndi-name> 

<factory>com.caucho.hessian.HessianContextFactory</factory> 

<init-param java.naming.provider.url=”http://<EJB サーバのアドレス>:<ポート>/imart/ejb” /> 

</jndi-link> 

  ・ ・ ・ 

 
  *.ejb の内容 

  ・ ・ ・ 

<session> 

   <ejb-name>SampleHello</ejb-name> 

   <home>sample.ejb.hello.HelloHome</home> 

   <remote>sample.ejb.hello.Hello</remote> 

   <ejb-class>sample.ejb.hello.HelloBean</ejb-class> 

  ・ ・ ・ 

 

(3) リモートのセッション Bean の取得 

home インタフェースを利用し、セッション Bean を生成します。 
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4 運用環境の構築 

ここでは、運用環境を構築する際の設定に関するポイントについて解説します。運用環境向けの設定で、推奨される設定値

や運用時には利用しない方が好ましい機能などを紹介します。 

 

4.1 パフォーマンスチューニング 
ここでは、サーバのパフォーマンスに影響する設定について説明します。ここで紹介する設定項目を環境に合わせて設定す

ることにより、サーバのパフォーマンスを改善することができます。 

 

4.1.1 ホスト名の設定 

設定ファイル中には、コンピュータアドレスまたはホスト名を設定する項目がたくさんあります。これらの設定には、IP アド

レスを設定する方が効率的と一般的に言われています。 

また、IP アドレスとホスト名のどちらを指定する場合でも、ホスト名と IP アドレスの関係を解決できる環境であることが望ま

しいです。したがって、サーバが動作している環境には DNS サーバを用意（または、既存の DNS サーバに接続できる

環境で intra-mart サーバを運用）するか、コンピュータアドレスの名前解決定義ファイル(hosts)に関連設定をしてくださ

い。 

 

4.1.2 プロセスのリソース設定と実行環境 

intra-mart サーバが動作する環境や、それにともなう設定をチューニングすることによりサーバ実行のパフォーマンスを

改善することができます。intra-mart の設定を変更することにより即座に効果を得られる場合もありますが、その他の環

境に関わる場合もありますので、OS を含むソフトウェアやハードウェアの設定も合わせて考慮しましょう。 

 

4.1.2.1 ファイルアクセス 

intra-mart サーバは、実行中に多くのファイルに対して入出力を行います。ファイル入出力に関わる部分には、キャッシ

ュ機能やバッファ機能が用意されていますので、これらの機能を活用することによりパフォーマンスを改善できる可能性

があります。キャッシュ量やバッファ機能に関しては、サーバプロセスのメモリ量を考慮して容量設定を行って下さい。 

また、ファイルアクセスに関しては、ハードウェアの種類や構成により入出力のパフォーマンスが大きく異なります。例え

ばネットワークドライブを利用したファイルアクセスの場合は、ローカルハードディスクアクセスと比較して十分なパフォー

マンスを得ることが難しくなります。このように、ファイル入出力に関しては環境に影響される割合が大きいので、

intra-mart サーバ以外の要因についても十分に考慮しましょう。 

 

 

4.1.3 並列処理可能なリクエスト数の制限 

4.1.3.1 設定項目 

ブラウザから受け付けたリクエストを同時に処理することのできる数を制限するための機能として、設定ファイル

conf/htp.xml に<thread-max>タグがあります。また、関連項目として<thread-min>や<thread-keepalive>がありますので、

環境や目的に合わせて設定を行ってください。 
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4.1.3.2 設定のポイント 

各サーバは、そのサーバが受け付けたリクエストをスレッドにより並列に処理しています。この機能は、並列処理すること

が可能なリクエストの最大個数（同時実行可能なスレッド数）を設定することができます。 

この設定値を小さくすることで急激に多量のリソースを必要としてサーバ実行に（メモリ不足などの）深刻な影響を与える

ことなく安全に運用することができます。逆に、設定値を大きくすると、同時実行されるプログラムの内容やスレッド数に

比例して多くのリソース（メモリなど）を消費してしまいますが、サーバのレスポンス速度を改善することができます（ただ

し、サーバの処理能力を超過するほどの並列処理は、かえってパフォーマンスを低下させることになります）。 

運用環境のメモリ設定やハードウェアの処理能力を考慮して、そのシステムに最適な値を設定して下さい。 

 

4.1.3.3 設定時に考慮しなければならないこと 

この設定は、他の設定や環境に強い影響を受けます。特に、サーバの利用状況を考慮したり、このサーバプロセスが

動作するコンピュータの処理能力を考慮することは、非常に重要なポイントとなります。 

同時処理数を多くしたからといって必ずしもシステムのパフォーマンスが改善されるわけではありません。AppRSrv が動

作しているコンピュータの処理能力をフル活用しているにも関わらず期待するパフォーマンスが得られない場合は、ラウ

ンドロビン機能を利用して AppRSrv を増やすなど、システム全体の処理能力を向上させることも検討しましょう。 

 

 

4.1.4 セッション管理機能 

クライアントとのセッションに関する機能のうち、設定によりサーバのパフォーマンスに影響のあるものついて説明しま

す。 

 

4.1.4.1 セッションタイムアウト 

Web という技術の性質上、intra-mart ではクライアントとのセッションを時間により管理しています。 

これがセッションタイムアウトの設定（conf/http.xml 内の<session-config>タグ）になります。 

セッションタイムアウト時間を長く設定すると、それだけ長時間に渡ってセッション情報を維持するためにサーバ

（AppRSrv）のメモリ空間を占有してしまうことになり、メモリ不足を招く要因となってしまいます。メモリ不足という状態は、

様々なエラーを誘発する要因となりますので、こういった状況に陥らないように、AppRSrv のリソース状況を考慮しつつ

適切な値を設定して下さい。 

 

4.1.4.2 セキュリティ関連 

デフォルトではサーバのコンテキストパスまでの URL（例：http://サーバ名/imart）で、ブラウザから表示すると 

サーバのディレクトリ構成が表示されてしまいます。この問題を解決するには、conf/http.xml 内の以下のタグを削除また

はコメントアウトすることで回避できます。 

 

<servlet servlet-name="directory" servlet- class="com.caucho.servlets.DirectoryServlet"/> 

 

この設定項目については、以下も併せて参照して下さい。 

 5.1.2.55 server/host/web-app/servlet/servlet-name  

 5.1.2.56 server/host/web-app/servlet/servlet-class 
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5 設定ファイルと設定項目 

ここでは、各設定ファイルの設定項目と設定内容をについて説明します。 

各設定項目のステータス表の中で使われている記号は、関連性の度合いを表しています。各記号の関係は、下に示す関係式のと

おりです。 

－ ＜  ○ ＜ ◎ 

 

5.1 conf/http.xml 
このファイルは、http サーバとして起動するための http サービスに関する設定ファイルです。 

この設定は、AtandAlone 型および AppRSrv の動作する imSP でのみ必要となります。この設定ファイルにより http サーバとし

ての動作を決定します 

 

（注意）この設定ファイル中の一部の項目に関しては、imAdmin(管理ツール)を利用することによりリモートで設定を編集する

ことが可能です。ただし、設定の性質上リモート編集のできない項目に関しては、各サーバのインストールディレクトリ内に保

存されている設定ファイルを直接編集することにより設定を変更してください。なお、書式および設定値の記述方法等を間違

えますとサーバが起動できなくなることがございますので、必ずバックアップをとってから編集して下さい。 

 

5.1.1 JSP/Servlet実行エンジン部 

ここでは、JSP および Servlet の実行エンジン部に関する設定を説明します。 

主に、J2EE 開発モデルに影響のある設定項目となります。 

 

5.1.1.1 javac/compiler 
Java コンパイラに関する設定です。 

5.1.1.1.1 ステータス 

書式 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<javac compiler=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 コンパイラへのパス|internal 

デフォルト値 javac 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.1.2 説明 
Java コンパイラに関する設定です。標準とは異なるコンパイラを使用する場合に設定して下さい。 
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5.1.1.2 javac/args 
Java コンパイラに関する設定です。 

5.1.1.2.1 ステータス 

書式 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<javac args=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.2.2 説明 
Java コンパイラに指定する引数情報です。通常は指定する必要はありません。 

 

5.1.1.3 javac/encoding 
Java コンパイラに関する設定です。 

5.1.1.3.1 ステータス 

書式 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<javac encoding=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 SJIS|EUCJIS|MS932|UTF8|文字エンコーディング名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.3.2 説明 
Java コンパイラがソースをロードする時に使用する文字エンコーディング名を指定します。 
通常は、自動判別となるため設定する必要はありません。文字エンコーディング名を指定する場合は、Java-VM
が解釈できる文字エンコーディング名を指定して下さい。文字エンコーディング名に関しては、Java の仕様につ

いて解説されているドキュメントを参照して下さい。 
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5.1.1.4 server/host/web-app/jsp/auto-compile 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.4.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp auto-compile=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.4.2 説明 
変更された JSP をコンパイルするかどうかを指定します。 
開発時に true を指定することで、サーバを再起動することなくプログラムの変更を反映できるようになります。た

だし、頻繁にクラスの更新を行うと、メモリ中の古い情報の完全な破棄に失敗することがあります。サーバの挙動が

不自然になってしなった場合には、サーバを再起動してください。 
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5.1.1.5 server/host/web-app/jsp/el-ignored 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.5.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp el-ignored=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.5.2 説明 
JSP 中の EL 表記を無視するかを指定します。 

 

5.1.1.6 server/host/web-app/jsp/fast-jstl 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.6.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp fast-jstl=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 ｔrue 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.6.2 説明 
JSP 中の JSTL を最適化します。 
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5.1.1.7 server/host/web-app/jsp/ignore-el-exception 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.7.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp ignore-el-exception=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 ｔrue 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.7.2 説明 
EL 表現で生成された例外を無視するかを指定します。 
 

5.1.1.8 server/host/web-app/jsp/is-xml 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.8.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp is-xml=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.8.2 説明 
デフォルト JSP ページが XML シンタックスを使用するかを指定します。 
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5.1.1.9 server/host/web-app/jsp/precompile 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.9.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp precompile=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.9.2 説明 
コンパイル済みの有効な JSP クラスの使用を許可するかどうかの設定です。 

 

5.1.1.10 server/host/web-app/jsp/recompile-on-error 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.10.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp recompile-on-error=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 × 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.10.2 説明 
JSPプログラム実行中にエラーが発生（java.lang.Errorがスローされた状態）した場合、JSPプログラムを再

コンパイルするかどうかの設定です。この設定を有効(true)にすることで、再コンパイル後にエラーが発生しなく

なる場合があります。 
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5.1.1.11 server/host/web-app/jsp/require-source 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.11.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp require-source=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 ｆalse 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.11.2 説明 
JSP が削除された際にエラー404 を返却するかを指定します。 

 

5.1.1.12 server/host/web-app/jsp/session 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.12.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp session=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.12.2 説明 
各 JSP ページのセッションを生成するかを指定します。 
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5.1.1.13 server/host/web-app/jsp/velocity-enabled 
JSP エンジンの動作に関する設定です。 

5.1.1.13.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 
 <server> 
   <host> 

<web-app> 
<jsp velocity-enabled=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.13.2 説明 
Velocity ステートメントを可能にするかを指定します。 

 

5.1.1.14 server/database/ jndi-name 
データソースに関する設定です。 
注意：データソースを使用した場合、異なる DB 接続先であっても、DB トランザクションのネストはできません。 

5.1.1.14.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <jndi-name> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データソース参照名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.14.2 説明 
データソースに関する設定です。 
JNDI で参照するときの名前を指定します（JNDI からは"java:comp/env/<データソース参照名>"として検索

されます）。 
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5.1.1.15 server/database/driver/type 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.15.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <driver> 
<type> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データベースドライバクラス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.15.2 説明 
データベースドライバクラスに関する設定です。 

 

5.1.1.16 server/database/driver/url 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.16.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <driver> 
      <url> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データベース接続 URL 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.16.2 説明 
データベース接続 URL の設定です。 
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5.1.1.17 server/database/driver/user 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.17.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <driver> 
      <user> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データベース接続ユーザ 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.17.2 説明 
データベース接続ユーザの設定です。 

 

5.1.1.18 server/database/driver/password 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.18.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <driver> 
      <password> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データベース接続パスワード 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.18.2 説明 
データベース接続パスワードの設定です。 
 
パスワードを暗号化して記述する場合は、パスワードの複合化を行うクラス名も記述する必要があります。 
具体的な設定方法は「3.2.2.3 データベースパスワードの暗号化」を参照してください。 
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5.1.1.19 server/database/driver/init-param 
データベースバに関する設定です。 

5.1.1.19.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <driver> 
      <init-param> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 データベースドライバクラス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.19.2 説明 
データベースドライバ固有のパラメータ設定です。 

 

5.1.1.20 server/database/max-connections 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.20.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 

    <max-connections> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 個 型 自然数 

設定値 プールに保管できるコネクションの最大数 

デフォルト値 20 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.20.2 説明 
プールに保管できるコネクションの最大数を指定します。 
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5.1.1.21 server/database/max-idle-time 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.21.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <max-idle-time> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 時間 型 日時 

設定値 アイドル状態となったコネクションの維持時間 

デフォルト値 30s 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.21.2 説明 
プールが使用されないアイドル状態でコネクションをどのくらいの時間保つかの設定です。 

 

5.1.1.21.3 時間接尾辞 
時間指定は、数値と以下の接尾辞を利用して記述して下さい。 

s m h D 

秒 分 時間 日数 

 

5.1.1.22 server/database/max-active-time 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.22.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <max-active-time> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 時間 型 日時 

設定値 コネクションの連続使用可能時間 

デフォルト値 6h 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.22.2 説明 
getConnection()と close()の間で、コネクションをどのくらいの時間使用できるかの設定です。1 時間以上

等、長めに設定するのがいいでしょう。 
 

5.1.1.22.3 時間接尾辞 
時間指定は、数値と以下の接尾辞を利用して記述して下さい。 

s m h D 

秒 分 時間 日数 
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5.1.1.23 server/database/max-pool-time 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.23.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <max-pool-time> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 時間 型 日時 

設定値 コネクションの利用可能最大時間 

デフォルト値 24h 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.23.2 説明 
コネクションが有効なトータル最大時間。24h のような大きい値をセットすることを推奨します。この時間が過ぎると、

intra-mart はユーザがプールされたコネクションをもう一度利用しようとしたとき、このコネクションを閉じます。 
（intra-mart を再起動する必要はありません。DataSource.getConnection()で新しいコネクションを取

得できます。） 
 

5.1.1.23.3 時間接尾辞 
時間指定は、数値と以下の接尾辞を利用して記述して下さい。 

s m h D 

秒 分 時間 日数 

 

5.1.1.24 server/database/connection-wait-time 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.24.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <connection-wait-time> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 時間 型 日時 

設定値 コネクション取得時のタイムアウト時間 

デフォルト値 10m 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.24.2 説明 
max-overflow-connections を利用するか Exception を throw する前にプールがいっぱいの場合、

getConnection()が待つ時間。 
 
 

5.1.1.24.3 時間接尾辞 
時間指定は、数値と以下の接尾辞を利用して記述して下さい。 

s m h D 

秒 分 時間 日数 

5.1.1.25 server/database/max-overflow-connections 
データベースに関する設定です。 
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5.1.1.25.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <max-overflow-connections> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 個 型 自然数 

設定値 1-255 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 
重要度 

○ 
◎ 

 

5.1.1.25.2 説明 
もし、プールされているコネクションを使い切った場合、max-overflow-connections は、新しいコネクション

を確立します。 
例えばmax-connections=10、max-overflow-connections=12だった場合、通常は10個のコネクショ

ンが保持されているが、それを超えるリクエストがあった場合（connection-wait-time をすぎても取得できな

かった場合）、最大 12 個までコネクションが増えます。 

 

5.1.1.26 server/database/prepared-statement-cache-size 
データベースに関する設定です。 

5.1.1.26.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<database> 
  <prepared-statement-cache-size> 

ページベース開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE ベース開発モデル ○ 

単位 個数 型 自然数 

0 – 無制限 設定値 

デフォルト値 0 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.1.26.2 説明 
PreparedStatement を使用して SQL を発行すると、作成されたステートメントはメモリ上にキャッシュされま

す。次回、同じSQLが発行された場合、キャッシュされたステートメントが再利用され、レスポンスの向上を図るこ

とができます。prepared-statement-cache-size は、キャッシュを行うステートメントの個数を設定しま

す。 
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5.1.2 httpサーバ部 

ここでは、http サーバ機能に関する設定になります。主に、アプリケーションサーバ部の設定となりますので、AppRSrv

または Standalone 形式のサーバにおける設定項目となります。 

 

5.1.2.1 server/http/server-id 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.1.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<http server-id=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

5.1.2.1.2 説明 
httpサーバを識別するための識別子(ID)です。この値は、各httpサーバ間で一意となるように設定してくださ

い。他のサーバと同じ ID を設定してしまうと、サーバが正常に動作できません。また、設定ファイル

conf/imart.xml のサーバ識別子（intra-mart/platform/host/id）と同一となるように設定してくださ

い。設定ファイル間で異なる値を設定してしまうと、サーバを正常に起動できなくなります。 
 
この<http>タグ設定は、<srun>タグと同じ内容で同時に指定してはいけません。 

 

5.1.2.2 server/http/host 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.2.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<http host=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

5.1.2.2.2 説明 
このサーバのホスト名です。通常は”*”を指定して下さい。 
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5.1.2.3 server/http/port 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.3.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<http port=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 自然数 

設定値 ポート番号 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

5.1.2.3.2 説明 
http サーバとしてリクエストを受け付けるポート番号です。 

 

5.1.2.4 server/http/secure 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.4.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<http secure=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

5.1.2.4.2 説明 
この設定を有効(true)にした場合、javax.servlet.ServletRequest#isSecure()の結果が常に

true となります。 
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5.1.2.5 server/cluster/srun/server-id 
Web アプリケーションサーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.5.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<cluster> 

    <srun server-id=”” > 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 文字列 

設定値 識別子 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

5.1.2.5.2 説明 
Web アプリケーションサーバを識別するための識別子(ID)です。この値は、各 Web アプリケーションサーバ間で

一意となるように設定してください。他のサーバと同じ ID を設定してしまうと、サーバが正常に動作できません。ま

た、設定ファイル conf/imart.xml のサーバ識別子（intra-mart/platform/host/id）と同一となるよう

に設定してください。設定ファイル間で異なる値を設定してしまうと、サーバを正常に起動できなくなります。 

 

この<srun>タグ設定は、<http>タグと同じ内容で同時に指定してはいけません。 
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5.1.2.6 server/cluster/srun/host 

この WSC が接続する AppRSrv のアドレスです。 

5.1.2.6.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<cluster> 

<srun host=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 文字列 

設定値 IP アドレスまたはホスト名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.2.6.2 説明 
WSCの接続先アドレスです。WSCは、このアドレスに対して接続します。ここに設定するアドレスは、AppRSrvがサ

ービスを提供しているアドレスを指定して下さい。 
ネットワークはTCP/IPで接続されます。したがって、IPアドレス指定またはホスト名解決ができる環境の場合は、

ホスト名でも指定することができます。 

 

 

5.1.2.7 server/cluster/srun/port 

WSC が接続する AppRSrv がサービスを提供しているポート番号です。 

5.1.2.7.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<cluster> 

<srun port=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 
 

5.1.2.7.2 説明 
WSC の接続先ポートです。WSC は、このポートに対して接続します。ここに設定するポート番号は、AppRSrv がサ

ービスを提供しているポート番号を指定して下さい。 
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5.1.2.8 server/cluster/srun/index 

セッションインデックス番号です。 

5.1.2.8.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<cluster> 

<srun index=”” /> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位  型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 
 

5.1.2.8.2 説明 

各<srun>タグ内でユニークな番号を指定してください。 

 

5.1.2.9 server/cluster/client-read-timeout 

Web サーバとクライアントのタイムアウトに関する設定です。 

5.1.2.9.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<cluster> 

<client-read-timeout> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル － 

単位 時（=h）｜分（=m）｜秒（=s） 型 自然数 

設定値 1～ 

デフォルト値 10 分 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 
 

5.1.2.9.2 説明 

WSC を利用した場合の Web サーバとクライアント間における HTTP 通信のタイムアウト時間です。 

設定された時間が経過してもサーバ側の処理が完了しない場合、HTTP ステータスコード 503 のレスポンスがクライ

アントに返却されます。設定する際は単位記号を記述してください。単位記号は、「h」、「m」、「s」が記述可能です。

それぞれ「時」、「分」、「秒」を意味します。例えば、タイムアウト時間を 1 時間とする場合は、「1h」 、 「60m」、およ

び、「3600s」と設定することができます。 

 

なお、この設定値は、Web ブラウザだけでなく、外部ソフトウェア接続モジュール、および、ScheduleService を利用

したバッチ処理にも適用されます。例えば、本設定値が未設定の状態で、完了までに 10 分以上掛かる処理を実

行した場合、タイムアウトが発生し、HTTP ステータスコード 503 のレスポンスがクライアントに返却されます。（ただし、

処理は継続して実行されます） 

 

このような状況を回避するために、処理完了時間より大きな値を設定してください。 
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5.1.2.10 server/web-app-default/session-config/session-timeout 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.10.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<session-config> 
<session-timeout> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 分 型 自然数 

設定値 1-255 

デフォルト値 10 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.2.10.2 説明 
http セッションのタイムアウト時間です。指定した時間セッションを維持します。 

 

5.1.2.11 server/web-app-default/session-config/session-max 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.11.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 
  <session-config> 

<session-max> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 自然数 

設定値  

デフォルト値 4096 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.1.2.11.2 説明 
http セッションの最大数の設定です。 
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5.1.2.12 server/web-app-default/session-config/enable-cookies  
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.12.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 
  <session-config> 

<enable-cookies> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.1.2.12.2 説明 
http セッションを維持するためにクッキーを利用するかどうかの設定です。 
この設定を有効(true)にした場合、ブラウザとの通信においてクッキーを利用してセッションを維持します。 

 

5.1.2.13 server/web-app-default/session-config/enable-url-rewriting 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.13.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 
  <session-config> 

<enable-url-rewriting> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.1.2.13.2 説明 
http セッションを維持するためにセッション ID の付加された URL を利用するかどうかの設定です。 
セ ッ シ ョ ン 維 持 に ク ッ キ ー を 利 用 す る 設 定 （ 5.1.2.12 
server/web-app-default/session-config/enable-cookies）を無効（false）にすると共に、この

設定を有効(true)にした場合、セッションの維持には必ずURLに付加されたセッション情報を利用します。 
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5.1.2.14 server/web-app-default/session-config/cookie-secure 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.14.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<session-config> 
<cookie-secure> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.14.2 説明 
この設定を有効(true)にすると、http セッションを維持するためのクッキー情報をレスポンスヘッダ

Set-Cookie を利用して設定する際に secure 属性が付与されます。secure 属性が付与されるのは、ブラウ

ザとサーバとの接続がセキュアな場合のみです。ブラウザとサーバとの接続がセキュアではない場合、secure 属

性は付与されません。 
 
BIG-IPなどのSSLアクセラレータ を利用している場合、かつ、SSLアクセラレータ と Resinのhttp server 
との接続プロトコルが HTTP の場合に本設定を有効にするには、「server/http/secure」設定も有効にする

必要があります。 
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5.1.2.15 server/host/web-app/session-config/use-persistent-store 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.15.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<web-app> 
    <session-config> 

<use-persistent-store> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.1.2.15.2 説明 
persistent-store を使用して、セッションを保存するかを設定します。 
 
 

5.1.2.16 server/host/web-app/session-config/always-load-session 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.16.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<web-app> 
    <session-config> 

<always-load-session> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.16.2 説明 
セッション・データに対する要求について、そのすべてにおいてセッション・データ保管場所からの再読み込みを

実行します。この設定は、リクエストの割り振り先サーバが固定されない状況のときに有効であり、また必須の設定

です。 
なお、この設定は、メモリ to メモリ方式のセッションフェールオーバ機能を利用している環境では、無視されます。 
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5.1.2.17 server/host/web-app/session-config/always-save-session 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.17.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<web-app> 
    <session-config> 

<always-save-session> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 false 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.17.2 説明 
セッション・データに対する要求について、そのすべてにおいてセッション・データを指定された保管場所へ保存

します。この設定が無効の場合、セッションにデータが追加されたときのみ、指定された保管場所へデータを保存

します。 
セッションフェールオーバ機能を利用する場合、この設定は非常に有効です。ただし、この設定を有効にした場合、

パフォーマンスに悪影響を与えますが、セッションデータの更新が保管場所へ確実に保存される事を保証しま

す。 
 

5.1.2.18 server/host/web-app/session-config/reuse-session-id 
http セッションに関する設定です。 

5.1.2.18.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<web-app> 
    <session-config> 

<reuse-session-id> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 ｔrue 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.18.2 説明 
一度破棄したセッションＩＤを再利用するかどうかの設定です。 
詳細は、以下のＨＰを参照してください。 
http://www.caucho.com/resin-3.0/config/webapp.xtp#session-config 
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5.1.2.19 thread-pool/thread-max 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.19.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<thread-pool> 
  <thread-max> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 個 型 自然数 

設定値 1-255 

デフォルト値 128 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.19.2 説明 
リクエストをハンドリングするスレッドの最大数の設定です。 
この設定値が大きいほど多くのリクエストを並列処理することができるようになりますが、その分多くのメモリを必要

になります。メモリ量とサーバの処理能力、およびクライアントのアクセス頻度を考慮して設定して下さい。 
 

5.1.2.20 thread-pool/spare-thread-min 
http サーバの動作に関する設定です。 

5.1.2.20.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<thread-pool> 
  <spare-thread-min> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 個 型 自然数 

設定値 1-255 

デフォルト値 25 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.20.2 説明 
リクエストをハンドリングするスレッドの最小数の設定です。 



intra-mart 5 設定ファイルと設定項目

 

 

5.1.2.21 server/cache/path 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.21.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <cache path=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ディレクトリのパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.21.2 説明 
キャッシュデータを管理するディレクトリのパスを指定します。 
相対パスを指定した場合、カレントディレクトリを親ディレクトリとしてディレクトリパスを解決します。 

 

5.1.2.22 server/cache/enable 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.22.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <cache enable=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.22.2 説明 
コンテンツキャッシュ機能の使用可否に関する設定です。 
キャッシュ機能を利用することで、http サーバのレスポンス速度を向上させることができます。 
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5.1.2.23 server/cache/entries 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.23.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <cache entries=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 個 型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値 1024 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.23.2 説明 
キャッシュに保管可能な最大コンテンツ数の設定です。 

 

5.1.2.24 server/cache/memory-size 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.24.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <cache memory-size=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 KByte 型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値 8M 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.24.2 説明 
キャッシュの最大メモリサイズの設定です。 
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5.1.2.25 server/cache/disk-size 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.25.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <cache disk-size=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 KByte 型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値 64M 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.25.2 説明 
キャッシュの最大ディスクサイズの設定です。 
 

5.1.2.26 server/web-app-default/cache-mapping/url-pattern 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.26.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<cache-mapping url-pattern=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 マッピング文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.26.2 説明 
キャッシュ可能なコンテンツの条件です。 
この URL のパターンに一致したコンテンツがキャッシュ対象となります。逆に、この条件を満たさないコンテンツは

キャッシュの対象とはなりません。 
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5.1.2.27 server/web-app-default/cache-mapping/url-regexp 
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.27.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<cache-mapping url-regexp=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 マッピング文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.27.2 説明 
キャッシュ可能なコンテンツの条件です。 
この設定は、server/web-app-default/cache-mapping/url-pattern と異なり、正規表現を用いて

条件を指定することができます。 
この URL のパターンに一致したコンテンツがキャッシュ対象となります。逆に、この条件を満たさないコンテンツは

キャッシュの対象とはなりません。 
 

5.1.2.28 server/web-app-default/cache-mapping/expires  
http サーバのコンテンツキャッシュに関する設定です。 

5.1.2.28.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<cache-mapping expires=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 秒 型 自然数 

設定値 1-65535 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.28.2 説明 
キャッシュされたコンテンツの有効時間を設定します。 
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5.1.2.29 server/web-app-default/welcome-file-list 
http サーバのデフォルト表示ページに関する設定です。 

5.1.2.29.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
<web-app-default> 

<welcome-file-list> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ファイルのパス名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.29.2 説明 
ディレクトリ指定までの URL でリクエストされた場合にデフォルト表示するコンテンツパスを指定します。カンマ(,)
区切りで複数のファイル名を指定することができます。同じディレクトリ内に条件を満たすファイルが複数存在した

場合は、この設定でより左に定義されているファイルが表示されます。 

 

5.1.2.30 server/host/id 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.30.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host id=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 サーバを特定するためのＩＤ 

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.30.2 説明 
サーバホスト名の設定です。 
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5.1.2.31 server/host/regexp 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.31.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<regexp> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.31.2 説明 
正規表現に基づいたホスト名を指定します。 
 

5.1.2.32 server/host/host-name 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.32.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<host-name> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.32.2 説明 
ホスト名を指定します。 
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5.1.2.33 server/host/host-alias 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.33.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<host-alias> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.33.2 説明 
ホストのエイリアスを指定します。 

 

5.1.2.34 server/host/root-directory 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.34.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<root-directory> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.34.2 説明 
ルートディレクトリを指定します。 

作成者：NTTDATA INTRAMART Co.,LTD. Page 65

 



intra-mart intra-mart WebPlatform（設定ガイド（HTTP 編））

 

Page 66 Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 

 

5.1.2.35 server/host/document-directory 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.35.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<document-directory> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.35.2 説明 
ドキュメントディレクトリを指定します。 

 

5.1.2.36 server/host/startup-mode 
http サーバに関する設定です。 

5.1.2.36.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

<startup-mode> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 automatic, lazy, manual 

デフォルト値 automatic 編集 不可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.36.2 説明 

スタートアップモードを指定します。 
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5.1.2.37 server/host-default/access-log/path 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.37.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log path=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ログファイルのパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.37.2 説明 
アクセスログのファイルパスを設定します。 
相対パスで指定した場合は、サーバをインストールしたディレクトリを親ディレクトリとしてパスを解決します。 
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5.1.2.38 server/host-default/access-log/format 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.38.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log format=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フォーマット指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.38.2 説明 
アクセスログのログファイルに出力するメッセージのフォーマットを指定します。 
フォーマット文字列内で利用可能な変数は以下の通りです。 

%b 送信したコンテンツサイズ 

%h リモート IP アドレス 

%{xxx }i リクエストヘッダー xxx 

%{xxx }o レスポンスヘッダー xxx 

%{xxx }c クッキーの値 xxx 

%n リクエスト属性 

%r リクエスト URL 

%s ステータスコード 

%{xxx }t リクエスト日時 

%T リクエスト時間 

%u リモートユーザー 

%U リクエスト URI 
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5.1.2.39 server/host-default/access-log/rollover-period 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.39.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log rollover-period=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 時間 型 日時 

設定値 ローテイト時間 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.39.2 説明 
アクセスログをローテイトする条件の設定です。この設定では、時間によるローテイト条件を設定することができま

す。 
設定方法は、以下の例を参考にして下さい。 

15D １５日ごとのローテイト 

2W ２週間ごとのローテイト 

1M １ヶ月ごとのローテイト 

 

5.1.2.40 server/host-default/access-log/rollover-size 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.40.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log rollover-size=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 単位付きの自然数 

設定値 1B-2GB 

デフォルト値 2GB 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.40.2 説明 
アクセスログをローテイトする条件の設定です。この設定では、ログファイルのファイルサイズによるローテイト条件

を設定することができます。 
設定方法は、以下の例を参考にして下さい。 

16B 16 バイトごとのローテイト 

16K 16 キロバイトごとのローテイト 

16M 16 メガバイトごとのローテイト 

16G 16 ギガバイトごとのローテイト 
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5.1.2.41 server/host-default/access-log/archive-format 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.41.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log archive-format=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フォーマット指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.41.2 説明 
アーカイブ・ファイル名を指定します。相対パスで指定された場合 host-default/access-log/path で設

定されたディレクトリからの相対パスにアーカイブファイルが出力されます。 

 

5.1.2.42 server/host-default/access-log/resin:type 
http サーバのログに関する設定です。 

5.1.2.42.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host-default> 

  <access-log resin:type=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値 com.caucho.server/.log.AccessLog 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.42.2 説明 
com.caucho.http.log.AbstractAccessLog を拡張することが出来ます。 
 

5.1.2.43 server/host-default/web-app-deploy/path 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.43.1 ステータス 

書式 
<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<web-app-deploy path="" /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ディレクトリ名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.43.2 説明 
アプリケーションのドキュメントルートとなるディレクトリを指定します。 
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相対パスで指定した場合は、この設定の親設定となる path を親ディレクトリとしてパスを解決します。 
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5.1.2.44 server/host/web-app/id 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.44.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

  <web-app id=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 仮想ディレクトリパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.44.2 説明 
仮想ディレクトリを指定します。 

 

5.1.2.45 server/host/web-app/url-regexp 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.45.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

  <web-app url-regexp=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 仮想ディレクトリパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.45.2 説明 
仮想ディレクトリを選択する正規表現を指定します。 

 

5.1.2.46 server/host/web-app/document-directory 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.46.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

  <web-app document-directory=”” /> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ディレクトリ名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 
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5.1.2.46.2 説明 
war ファイルに基づいたデプロイの代わりにウェブサーバスタイルでデプロイする時、ウェブ・ページが置かれる仮

想ディレクトリを形成します。 
http サーバがレスポンスするコンテンツが保存されているディレクトリを指定します。 
このディレクトリ内のコンテンツは、静的コンテンツ(html,css,js や画像ファイルなど)、JSP および XTP ファイ

ル、自作の Servlet ファイルが対象となります。 
相対パスで指定した場合は、server/host/document-directory に設定されたディレクトリを親としてパス

が解決されます。 
 

5.1.2.47 server/host/web-app/startup-mode 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.47.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

  <web-app startup-mode=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 automatic, lazy, manual 

デフォルト値 automatic 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.47.2 説明 
スタートアップモードを指定します。 
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5.1.2.48 server/host/web-app/redeploy-mode 
仮想ディレクトリに関する設定です。 

5.1.2.48.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

  <web-app redeploy-mode=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 automatic, manual 

デフォルト値 Automatic 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.48.2 説明 
サーバが起動するごとに再デプロイするか指定します。 
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5.1.2.49 server/host/web-app/class-loader/compiling-loader/path 
アプリケーションのクラスパスに関する設定です。 

5.1.2.49.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
     <class-loader> 
       <compiling-loader path=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 型  文字列 

設定値  クラスパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.49.2 説明 
クラスパスを設定します。クラスが保存されているディレクトリまたはクラスを格納しているアーカイブファイルを指定

して下さい。 
 

5.1.2.50 server/host/web-app/class-loader/compiling-loader/source 
アプリケーションのクラスパスに関する設定です。 

5.1.2.50.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
     <class-loader> 
       <compiling-loader path=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  クラスパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.50.2 説明 
java ソースファイルの保存してあるディレクトリを指定します。ソースファイルを異なるディレクトリで管理したい場

合に設定して下さい。 
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5.1.2.51 server/host/web-app/class-loader/compiling-loader/batch 
アプリケーションのクラスパスに関する設定です。 

5.1.2.51.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
    <class-loader> 
       <compiling-loader batch=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 真偽値 

設定値 true|false 

デフォルト値 true 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ◎ 

 

5.1.2.51.2 説明 
JSP および Java プログラムの自動コンパイルを行うかどうかの設定です。 
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5.1.2.52 server/host/web-app/class-loader/compiling-loader/encoding 
アプリケーションのクラスパスに関する設定です。 

5.1.2.52.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
    <class-loader> 
       <compiling-loader encoding=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 定数値 

設定値 SJIS|EUCJP|MS932|UTF8|文字エンコーディング名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.52.2 説明 
ソースの文字コードの設定になります。通常は自動選択となります（自動選択の場合は、javac コマンドのデフォ

ルト値が使われます）。 

 

5.1.2.53 server/host/web-app/class-loader/library-loader/path 
アプリケーションのライブラリパスに関する設定です。 

5.1.2.53.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
    <class-loader> 
       <library-loader path=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値 ライブラリパス 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.53.2 説明 
jar ライブラリを保存してあるディレクトリを指定します。 
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5.1.2.54 server/host/web-app/class-loader/compiling-loader/args 
アプリケーションのクラスパスに関する設定です。 

5.1.2.54.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
    <class-loader> 
       <compiling-loader args=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 Java コンパイラに対する引数 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.54.2 説明 
Java コンパイラ（javac）へのパラメータ設定です。 

 

5.1.2.55 server/host/web-app/servlet/servlet-name 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.55.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

   <web-app> 
      <servlet servlet-name=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 サーブレット名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.55.2 説明 
Servlet の名前を指定します。この名前は、server/host/web-app/servlet-mapping で使用できます。

なお、Servlet の設定は仮想ディレクトリにマップされたディレクトリに保存されている WEB-INF/web.xml でも

定義することができます。 
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5.1.2.56 server/host/web-app/servlet/servlet-class 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.56.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 
    <web-app> 
      <servlet servlet-class=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 Servlet のクラスパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.56.2 説明 
Servlet のクラス名を指定します。 
仮想ディレクトリにマップされたディレクトリの WEB-INF/classes に保存されているクラスか、WEB-INF/lib に

格納されているアーカイブファイルに含まれるクラスを指定します。 
 

5.1.2.57 server/host/web-app/servlet/load-on-startup 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.57.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 
    <web-app> 
      <servlet load-on-startup=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位 順番 型 数値 

設定値 0～ 

デフォルト値 なし 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.57.2 説明 
サーバ起動時に Servlet を起動するかどうかの設定です。 
小さい値のものから起動します。 
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5.1.2.58 server/host/web-app/servlet-mapping/url-pattern 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.58.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 
    <web-app> 
      <servlet-mapping url-pattern=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 パターン指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.58.2 説明 
Servlet を実行する URL の条件定義です。 
リクエストされたURLがこの設定を満たした場合、指定のServletが実行されます。パターンの指定にはワイルド

カード(*)が使用できます。 
 

5.1.2.59 server/host/web-app/servlet-mapping/url-regexp 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.59.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

   <web-app> 
      <servlet-mapping url-regexp=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 パターン指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

5.1.2.59.2 説明 
Servlet を実行する URL の条件定義です。 
設定項目server/web-app/servlet-mapping/url-patternと同様の機能ですが、こちらを利用した場

合のみ正規表現での指定ができます。 
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5.1.2.60 server/host/web-app/servlet-mapping/servlet-name 
Servlet プログラムの実行に関する設定です。 

5.1.2.60.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 
    <web-app> 
      <servlet-mapping servlet-name=””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 サーブレット名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

5.1.2.60.2 説明 
サーブレット名を設定します。 設定項目 server/host/web-app/servlet/servlet-name でサーブレッ

ト名を設定している場合は、同じ名称を設定して下さい。URL パターン文字列設定において、 
server/host/web-app/servlet-mapping/url-regexp で正規表現指定している場合は、サーブレッ

ト名に$1 などの置換変数を利用することができます。 
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5.1.2.61 server/host/web-app/context-param 
アプリケーション実行に関する設定です。 

5.1.2.61.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

   <web-app> 
      <context-param> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 引数文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.61.2 説明 
Servlet プログラム実行時に Servlet に渡す引数を指定します。 
この設定は、Servlet 実行時に Servlet 内で受け取ることのできる情報になります（Servlet プログラム内で

application#getInitParameter メソッドにより取得可能です）。 

 

5.1.2.62 server/host/web-app/path-mapping/url-pattern 
URL パターンとリアルパスのマッピングに関する設定です。 

5.1.2.62.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

   <web-app> 
      <path-mapping url-pattern =””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 パターン指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ◎ 

 

5.1.2.62.2 説明 
URL の条件定義です。 
リクエストされた URL がこの設定を満たした場合のみ、ここに設定されているコンテンツを表示します。パターンの

指定にはワイルドカード(*)が使用できます。 
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5.1.2.63 server/host/web-app/path-mapping/url-regexp 
URL パターンとリアルパスのマッピングに関する設定です。 

5.1.2.63.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
  <host> 

   <web-app> 
      <path-mapping url-regexp =””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 パターン指定文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.63.2 説明 
URL の条件定義です。設定項目 server/host/web-app/path-mapping/url-pattern と同様の機能

ですが、こちらを利用した場合のみ正規表現での指定ができます。 
 

5.1.2.64 server/host/web-app/path-mapping/real-path 
URL パターンとリアルパスのマッピングに関する設定です。 

5.1.2.64.1 ステータス 

書式 

<resin xmlns="http://caucho.com/ns/resin" 
     xmlns:resin="http://caucho.com/ns/resin/core"> 

<server> 
   <web-app> 
     <path-mapping real-path =””> 

スクリプト開発モデル ○ 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 ディレクトリパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発  
重要度 ○ 

 

5.1.2.64.2 説明 
コンテンツファイルが保存されているディレクトリのパスを設定します。 
URL パターン文字列設定において、server/host/web-app/path-mapping/url-regexp で正規表現

指定している場合は、パス名に$1 などの置換変数を利用することができます。 
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5.2 web.xml 
 

このファイルは、Web アプリケーションに関する設定ファイルです。 

この設定は、SatandAlone 型および AppRSrv の動作する imSP でのみ必要となります。 

 

5.2.1 フィルタ 

サーブレットのクラス名による呼び出しフィルターの宣言。フィルタそのものについては子要素の書式や設定上のコ 

ツは<servlet>要素と同様です。特に、<filter-name>要素で指定する名前はインスタンスに対して付けるものである 

こと、すなわち、同じクラスの別々のインスタンスに対して定義が可能となります。<init-param>要素の設定によっ 

て、同じクラスで振る舞いの異なるフィルタを複数定義できます。 

 

5.2.1.1 web-app/filter/filter-name  
filter-name に関する設定です。 

5.2.1.1.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
<filter-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フィルター名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.1.1.2 説明 
フ ィ ル タ オ ブ ジ ェ ク ト の 定 義 の フ ィ ル タ イ ン ス タ ン ス に 付 け る 名 前 で す 。 web.xml の 他 の 個 所

(<filter-mapping>要素)で、使用するフィルタを特定するために使われます。 

 

5.2.1.2 web-app/filter/display-name 
display-name に関する設定です。 

5.2.1.2.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
< display-name > 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フィルター要素に指定する名前 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.1.2.2 説明 
フィルター要素に指定する名前です。 
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5.2.1.3 web-app/filter/description 
description に関する設定です。 

5.2.1.3.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
<description > 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 説明文 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.1.3.2 説明 

フィルター要素に対し説明文を指定します。 

 

5.2.1.4 web-app/filter/filter-class 
filter-class に関する設定です。 

5.2.1.4.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
< filter-class> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フィルタクラス名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.1.4.2 説明 

フィルター要素に対しフィルタクラス名を指定します。 

 

5.2.1.5 web-app/filter/param-name 
param-name に関する設定です。 

5.2.1.5.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
<param-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 初期パラメータ名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.1.5.2 説明 

Filter#init(FilterConfig)メソッドに渡される FilterConfig オブジェクトから取得可能な初期パラメタの定義に対する 

パラメタ名を指定します。 
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5.2.1.6 web-app/filter/param-value 
param-value に関する設定です。 

5.2.1.6.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter> 
<param-value> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 初期パラメータの値 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.1.6.2 説明 

Filter#init(FilterConfig)メソッドに渡される FilterConfig オブジェクトから取得可能な初期パラメタの定義に対する 

パラメタの値を指定します。 

 

例） <filter> 

   <filter-name>sampleFilter</filter-name>  

   <display-name>sampleFilter</display-name>  

<description />  

<filter-class>sample.sampleFilter</filter-class>  

</filter> 
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5.2.1.7 web-app/filter-mapping/filter-name 

filter-name に関する設定です。 

5.2.1.7.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter-mapping > 
<filter-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 フィルター名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.1.7.2 説明 

<filter>要素で定義したフィルタ名を指定します。 

 

5.2.1.8 web-app/filter-mapping/url-pattern 

url -pattern に関する設定です。 

5.2.1.8.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<filter-mapping > 
< url -pattern> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 マッピング文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.1.8.2 説明 

フィルタを適用する(呼び出されるようにする)リクエスト URL、または Servlet クラス名。一般には、特定ディレク 

トリ配下の全てのコンテンツに対してフィルタリングを行うための、<url-pattern>/dir/*</url-pattern>といった設定方 

法があります。 

 

例） <filter-mapping> 

  <filter-name>sampleFilter</filter-name>  

  <url-pattern>*.jsp</url-pattern>  

</filter-mapping> 
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5.2.2 サーブレット 

Servlet にアクセスするための設定のほか、 初期パラメタを与えたい場合、 予めロードしたい/アクセス制限を行い

たいといった場合もこの要素で個々の Servlet インスタンスに対して属性設定を行います。 

 

5.2.2.1 web-app/servlet/servlet-name 

servlet-name に関する設定です。 

5.2.2.1.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet> 
<servlet-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 サーブレット名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.2.1.2 説明 

Servlet インスタンスに付ける名前です。<servlet-name>要素はあくまで<servlet-mapping>要素で URL にマ 

ッピングする際に使用する名前でしかありません。つまり、web.xml ファイル中でのみ参照される名前です。これは 

<filter-name>要素にも共通しています。 

 

5.2.2.2 web-app/servlet/display-name 

display-name に関する設定です。 

5.2.2.2.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet> 
<display-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 Servlet 要素名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.2.2.2 説明 

ここで定義する Servlet 要素につける名前を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.3 web-app/servlet/description 
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description に関する設定です。 

5.2.2.3.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet> 
<description> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 説明文 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.2.3.2 説明 

ここで定義する Servlet 要素につける説明文を指定します。 

 

5.2.2.4 web-app/servlet/servlet-class 

servlet-class に関する設定です。 

5.2.2.4.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet> 
<servlet-class> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 Servlet のクラスパス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.2.4.2 説明  

Servlet クラス名の Web アプリケーション内の相対 URI です。例えば、/{webapp-root}/servlet/foo/foo.class に 

対する設定を行いたい場合は 「servlet.foo.foo」 と指定します。 

 

5.2.2.5 web-app/servlet/load-on-startup 

load-on-startup に関する設定です。 

5.2.2.5.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet> 
<load-on-startup> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 0～ 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.2.5.2 説明 

Web アプリケーションのスタートと同時にこの Servlet をインスタンス化/初期化したい場合に指定します。内容 

には起動する順番を表す 0 以上の整数値を記述します。数値が小さいほど、より早く初期化が行われます。 

 

5.2.2.6 web-app/servlet/init-param/param-name  
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param-name に関する設定です。 

5.2.2.6.1 ステータス 

書式 

<web-app>  
<servlet> 

<init-param> 
<param-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 初期パラメタ名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.2.6.2 説明 

Servlet#getInitParameter()または、ServletConfig#getInitParameter() で取得できる初期パラメタ名を指定します。 

 

5.2.2.7 web-app/servlet/init-param/param-value 

param-value に関する設定です。 

5.2.2.7.1 ステータス 

書式 

<web-app>  
<servlet> 

<init-param> 
<param-value> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 初期パラメタの値 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.2.7.2 説明 

Servlet#getInitParameter()または、ServletConfig#getInitParameter() で取得できる初期パラメタ値を指定します。 
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5.2.2.8 web-app/servlet/init-param/description 

param-value に関する設定です。 

5.2.2.8.1 ステータス 

書式 

<web-app>  
<servlet> 

<init-param> 
< description> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 解説文 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

 

5.2.2.8.2 説明 

初期パラメタの解説文を指定します。 

 

例） <servlet> 

  <servlet-name>sampleServletName</servlet-name>  

  <servlet-class>jp.co.intra_mart.sample.sampleServlet</servlet-class>  

  <load-on-startup>1</load-on-startup>  

</servlet> 

作成者：NTTDATA INTRAMART Co.,LTD. Page 91
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5.2.2.9 web-app/servlet-mapping/servlet-name 

servlet-name に関する設定です。 

5.2.2.9.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet-mapping> 
< servlet-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 サーブレット名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.2.9.2 説明 

特定の Servlet オブジェクト(<servlet>要素で定義されたもの) を呼び出すための URL を指定します。 

複数のマッピングを記述でき、Web アプリケーションはリクエストがあった時にその URL がここで定義されたパタ 

ーンにマッチするか順に調べていき、最初にマッチした Servlet オブジェクトを呼び出します。 したがって、複 

数のマッピングを定義する時は記述の順序に注意が必要です。servlet-name には、<servlet>要素で定義したサ 

ーブレットの名前を指定します。 

 

5.2.2.10 web-app/servlet-mapping/url-pattern 

url-pattern に関する設定です。 

5.2.2.10.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<servlet-mapping> 
<url-pattern> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 マッピング文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.2.10.2 説明 

Servlet を呼び出すリクエスト URL。指定にはワイルドカード(*)を利用することができます。特定ディレクトリ配 

下を示す時は"/*"で終わるパターンを、特定のサフィックスのファイルへのリクエストを Servlet で処理したい 

場合は、"/*.xxx"のようなパターンを記述します。 

 

例） <servlet-mapping> 

  <servlet-name>sampleServletName</servlet-name>  

  <url-pattern>/sampleServlet</url-pattern>  

</servlet-mapping> 

 



intra-mart 5 設定ファイルと設定項目

 

5.2.3 タグライブラリ 

Webアプリケーション中でタグライブラリを使用したいときに、 JSPからタグライブラリを参照するためのURIを定義 

する要素です。JSP 中で指定する URI と、タグライブラリの定義ファイルである *.tld ファイルのマッピングを指定 

します。 

 

5.2.3.1 web-app/taglib/taglib-uri 

taglib-uri に関する設定です。 

5.2.3.1.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<taglib> 
<taglib-uri> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 URI 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.3.1.2 説明 

JSP ファイル内で指定する URI を指定します。 

 

5.2.3.2 web-app/taglib/taglib-location 

taglib-location に関する設定です。 

5.2.3.2.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<taglib> 
<taglib-location> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 パス 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 ○ 

 

5.2.3.2.2 説明 

*.tld ファイルのパス情報(Web アプリケーションルートからの相対パス)を指定します。 

 

例） <taglib> 

  <taglib-uri>/jp.co.intra_mart.sampleTaglib</taglib-uri>  

  <taglib-location>/WEB-INF/tld/sample/sample.tld</taglib-location>  

</taglib> 
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5.2.4 エラーページ 

特定の HTTP ステータスコード（404 File Not Found など）をクライアントに返送しようとした時、または、リクエスト処 

理中にサーブレットコンテナが特定の例外を catch した場合に、クライアントに返送するページを指定できます。 

返送するページは<location>要素に相対 URL で指定します。このページは Servlet/JSP の URL でも構い 

ません。Servlet/JSP だった場合は、呼び出された側で、ハンドリングしたステータスコードまたは例外オブジ 

ェクトを参照して表示をカスタマイズすることが可能となります。参照するには、ServletRequest#getAttribute() で以 

下のような属性名を指定します。返されるオブジェクトの型は属性によって異なります。getAttribute() の戻り値を 

キャストして利用することになります。 

 

属性名 
格納オブジ

ェクトの型
意味 

“javax.servlet.jsp.jspException"  Throwable

例外オブジェクトです。JSP 中で発生した例外が格納されま

す。JSP における組み込み変数 exception の内容と等価で

す。  

"javax.servlet.error.request_uri"  String 
例外の発生した URI です。ユーザのリクエストと一致すると

は限りません (リダイレクトを伴う場合など)。  

"javax.servlet.error.status_code"  Integer 
HTTP ステータスコードを表す整数です。 <error-code> 要

素にマッチしてジャンプしてきた場合にセットされます。  

"javax.servlet.error.exception"  Throwable

例外オブジェクトです。この属性は例外が発生していれば

常にセットされますので、発生した例外を検査する場合は

"javax.servlet.jsp.jspException" ではなくこちらを用いたほう

がよいでしょう。  

"javax.servlet.error.exception_type" Class 例外クラスを表す Class オブジェクトです。  

"javax.servlet.error.message"  String 発生した例外の getMessage()の結果  

 

<error-page>要素は複数記述可能ですが、RuntimeException を<error-page> 要素で捕捉するといったことは、 

運用の段階ではあってはならないことですし、基本は各 Servlet が適切に例外処理を行っておくべきということに 

なるでしょう。それでも、ステータスコードでハンドリングすることは、より詳細な情報をエラーページ側で取得で 

きるという利点があります。あくまで保険的な意味あいでこの要素を利用するという用途はありそうです。 

万が一にも （500 Internal Server/ Error） が返送されてしまうよりは、何か原因をユーザに伝えるようにした方が 

よいという考え方もできます。 
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5.2.4.1 web-app/error-page/error-code 

error-code に関する設定です。 

5.2.4.1.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<error-page> 
<error-code> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 HTTP レスポンスステータスコード他、 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.4.1.2 説明 

HTTP レスポンスステータスコードである 3 桁の数字を指定します。 

 

 

5.2.4.2 web-app/error-page/ exception-type 

exception-type に関する設定です。 

5.2.4.2.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<error-page> 
<exception-type> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 Java の例外クラス名（FQCN） 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.4.2.2 説明 

Java の例外クラス名（FQCN）を指定します。 
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5.2.4.3 web-app/error-page/location 

location に関する設定です。 

5.2.4.3.1 ステータス 

書式 
<web-app>  

<error-page> 
<location> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 URL 文字列 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.4.3.2 説明 

<error-code>要素の指定にマッチした場合に遷移する先の URL を指定します。 

 

例） <error-page> 

  <error-code>500</error-code>  

  <location>/j2ee/document/error/error.jsp</location>  

</error-page> 
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5.2.5 ローカルEJBサーバの設定 

AppRSrv 上で EJB コンテナを起動することができます。 

別途解説については、本ドキュメント「3.3.2 EJBコンテナの設定（ローカルEJB）」をご参考ください。 

 

5.2.5.1 web-app/ejb-server/jndi-name 

jndi-name に関する設定です。 

5.2.5.1.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<ejb-server jndi-name=””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 プレフィックス参照名 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.1.2 説明 

ローカル EJB サーバの定義において、ローカル EJB を参照するときの JNDI 名のプレフィックスを指定します。 

 

5.2.5.2 web-app/ejb-server/config-directory 

config-directory に関する設定です。 

5.2.5.2.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<ejb-server> 
  <config-directory> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値 WEB-INF 編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.2.2 説明 

コンフィグファイルのディレクトリ名を指定します。 
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5.2.5.3 web-app/ejb-server/data-source 

data-source に関する設定です。 

5.2.5.3.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<ejb-server> 
  <data-source> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値  

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.3.2 説明 

コンフィグファイルのディレクトリ名を指定します。 

 

5.2.5.4 web-app/jndi-link/jndi-name 

jndi-name に関する設定です。  

5.2.5.4.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<jndi-link> 
<jndi-name> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 java:comp/env/ejb/* 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.4.2 説明 

JNDI へのリンク宣言。JNDI 名のルート java:comp/env/ejb/* を推奨します。 

 

5.2.5.5 web-app/jndi-link/factory 

factory に関する設定です。 

5.2.5.5.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<jndi-link> 
<factory> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 com.caucho.hessian.HessianContextFactory 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.5.2 説明 

JNDI へのリンク宣言。JNDI ファクトリのクラスリモート呼び出しの場合、 

com.caucho.hessian.HessianContextFactory で固定で指定します。 
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5.2.5.6 web-app/jndi-link/init-param/java.naming.provider.url 

init-param に関する設定です。 

5.2.5.6.1 ステータス 

書式 
<web-app xmlns="http://caucho.com/ns/resin">  

<jndi-link> 
<init-param java.naming.provider.url =””> 

スクリプト開発モデル － 対象 プログラミングモデル 

J2EE 開発モデル ○ 

単位  型 文字列 

設定値 初期パラメータの値 

デフォルト値  編集 可 

運用 ○ 
適用環境 

開発 ○ 
重要度 － 

 

5.2.5.6.2 説明 

JNDI への接続時に必要なパラメータとして初期パラメータの値を指定します。 
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6 サポート 

弊社では、Web にて弊社製品に対するサポートおよび技術情報の公開を行っております。当製品に関して不明な点などがござい

ましたら、下記 URL にてホームページにアクセスしていただき、情報検索または弊社サポート窓口までご相談下さい。 

 

 

 

 
intra-mart Developer Support Site アドレス 

 
http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi 

 

 

 

 

 

 

http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi
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