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1 はじめに 

1.1 目的 
本書では、intra-mart における UDDI サーバの機能概要、および環境構築手順・各種設定について解説します。 

1.2 用語解説 
UDDI 
(Universal Description, Discovery and 
Integration) 

Web サービスの検索・照会システムです。 

UDDI レジストリー UDDI で Web サービスを検索するためのデータベースです。 
Apache ｊUDDI 100% Pure Java で作られている、オープンソースの UDDI サーバです。 

以下、ｊUDDI と表記します。 
パブリッシャー UDDI レジストリーにビジネス情報や Web サービスを公開する事のできる 

ユーザです。 
管理権限 UDDI レジストリーの管理権限です。 

この権限を持つユーザは、パブリッシャーの登録や削除を行うことができます。

管理 URL UDDI レジストリー管理用 URL です。 
UDDI レジストリー情報の取得やパブリッシャー情報の更新・参照時に利用さ

れます。 
公開 URL Web サービス公開用 URL です。 

UDDI レジストリーにビジネス情報や Web サービスを公開する場合に利用され

ます。 
照会 URL Web サービス検索用 URL です。UDDI レジストリーに公開されているビジネス

情報や Web サービスを検索・参照する場合に利用されます。 
Web サービス WWW 関連の技術を使い、ソフトウェアの機能をネットワークによって利用でき

るようにしたものです。 
ビジネス 本書では、公開された Web サービスを検索されやすいようにする、カテゴリとし

て扱います。ビジネスの名前には、企業名、連絡先、業種分類コードなどの情

報を登録します。 
WSDL 
(Web Services Description Language）

Web サービスのインターフェースを記述するための、XML ベースの言語仕様

です。Web サービスがどのような機能を持つのか、それを利用するためにはど

のような要求をすればいいのか、などを記述する方法が定義されています。 

1.3 動作環境 
弊社、動作検証済み環境を以下に示します。  

UDDI モジュール Apache jUDDI 2.0.1 

Application Server Resin 3.1.9 

データベース Derby 10.3.3 （弊社が提供する本機能に組み込んでいるデータベースです。） 
その他のデータベースを利用する場合は、「3.2.2 Webアプリケーションを複数起動

させる方法」を参照してください。 

1.4 制限事項 
[1] 制限事項に関しては、リリースノートを参照してください。 
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2 UDDI について 

UDDI とは、UDDI サーバ上の UDDI レジストリーに公開されている Web サービスの検索、紹介を行うシステムで

す。UDDI レジストリーは、UDDI サーバ上に複数持つことができます。 

 

UDDI 利用者は、UDDI レジストリーに対して検索を行い、目的の Web サービスを発見します。そして、その参照

先から、Web サービスについて記述された WSDL 文書を取得し、Web サービスのやりとりを行います。 

UDDI レジストリーには、企業名、Web サービスの内容、識別コード、分類などがビジネスとして公開されています。

それにより、目的の Web サービスを発見することをより容易にしています。 

 

UDDI についての詳しい情報は、各種書籍や Web サイトでご確認ください。以下、参考になる Web サイトです。 

・ ＠IT / Web サービスを発見する仕組み～UDDI 

http://www.atmarkit.co.jp/fxml/tanpatsu/21websvc/websvc07.html 

 

2.1 intra-martで提供する機能について 
intra-mart で提供する機能は、intra-mart に登録されているユーザをパブリッシャーとして UDDI サーバに登録す

る仕組みです。登録されたパブリッシャーは、UDDI レジストリーにビジネスや Web サービスを公開することができ

ます。 

 

また、本機能では、UDDI サーバのモジュールとして、jUDDI を利用しています。 

 

jUDDI についての詳しい情報は、Apache jUDDI の Web サイトでご確認ください。 

 ・ Apache jUDDI 

http://ws.apache.org/juddi/ 

 

   

 

http://www.atmarkit.co.jp/fxml/tanpatsu/21websvc/websvc07.html�
http://ws.apache.org/juddi/�
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3 UDDI サーバの起動 

UDDI サーバの起動方法を説明します。 

3.1 UDDIサーバの起動 
UDDI サーバの基本的な起動方法を説明します。ここでは、組み込みデータベースである Derby を使用します。

以下の手順で、インストールや設定を行い、UDDI サーバの起動を行います。 

 

 起動の流れ 
1. Resinのインストール 

 
2. warファイルの配置と展開 

 
3. 設定ファイルの編集 

 
4. UDDIサーバの起動 

 

 

3.1.1 Resinのインストール 

UDDI サーバをインストールするコンピュータに、Resin をインストールします。 

 

 手順 
1. Resin 3.1.9 をダウンロードします。Resin 3.1.9 は以下のcauchoのサイトからダウンロードできます。

http://www.caucho.com/download/ （2010 年 4 月 1 日現在） 
 

2. ダウンロードしたファイルを任意のディレクトリに解凍します。 
※ 以降、Resin のルートディレクトリを<% resin_home %>と表記します。 

 

3.1.2 warファイルの配置と展開 

本製品 CD-ROM の「iwp_iaf¥tools¥juddi」ディレクトリにある juddi.war をインストールした Resin に配置、展開しま

す。 

 

 手順 
1. 同梱されている juddi.war を<% resin_home %>/webapps ディレクトリに配置します。 

 
2. httpd.exe（httpd.sh）、もしくは resin.exe から Resin を起動させます。 

<% resin_home %>/webapps ディレクトリに juddi フォルダが作成され、juddi.war が展開されます。 
 

■コマンド例（Windows） 
$ <% resin_home %>/win32/resin.exe 

 
■コマンド例（UNIX） 

$ <% resin_home %>/bin/httpd.sh start 

http://www.caucho.com/download/�
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3.1.3 設定ファイルの編集 

juddi.war から展開されたファイルの編集を行い、intra-mart との連携を行います。 

以下の設定ファイルの項目、詳細については「4 UDDIサーバ設定ファイルの説明」を参照してください。 

 

 im-auth-config.properties の編集 
1. <% resin_home %>/webapps/juddi/WEB-INF/classes/conf ディレクトリへ移動します。 

 
2. im-auth-config.properties を以下のように編集します。 

intra-mart をインストールしている環境の IP アドレスと、ポート番号に変更してください。ここでは、例とし

て、intra-mart が起動している IP アドレスを「192.168.108.1」、ポート番号を「8081」とします。 

 
1: im.auth.endPoint = http://192.168.108.1: 8081/imart/services/IMUDDIAuthenticationService 

 

 注意 

UDDI サーバのポート番号を、ほかで使用しているポート番号と重複しないように設定してください。UDDI サーバ

のポート番号の変更は、<% resin_home %>/conf ディレクトリの resin.conf を編集します。 

 
89:      <!-- The http port --> 

90:      <http address="*" port="8080"/> 

 

※Resinに関して詳しくは、cauchoのWebサイトを参照してください。 

3.1.4 UDDIサーバの起動 

UDDI サーバの起動方法を説明します。juddi.war を展開するため、すでに UDDI サーバを起動している場合は、

UDDI サーバを終了させてから以下の作業を行ってください。 

 

 起動手順 

UDDI サーバは、文字エンコーディングを「UTF-8」で起動する必要があります。 

起動時に文字エンコーディングを指定する場合は、以下のように設定します。 

 
1. httpd.exe(httpd.sh)もしくは、resin.exe にオプションを付けて実行し UDDI サーバを起動させます。 

 
■コマンド例（WINDOWS） 

<% resin_home %>/win32/resin.exe -Dfile.encoding=UTF-8 

 
■コマンド例（UNIX） 

<% resin_home %>/bin/httpd.sh -Dfile.encoding=UTF-8 

※UNIX 環境で起動を行う場合、環境変数に「JAVA_HOME」と、「RESIN_HOME」の設定が必要になります。 

http://www.caucho.com/�
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3.1.5 起動の確認 

ここでは、UDDI サーバが正しく起動していることを確認する以下の２通りの方法を説明します。 

・コンソールによる確認方法 

・Web ブラウザによる確認方法 

 

3.1.5.1 コンソールでの起動確認 

コンソールでは、文字エンコーディングの確認と、ポート番号、また jUDDI が起動している事を確認します。 

 
1. 以下から、文字エンコーディングが「UTF-8」である事を確認できます。 

    
※文字エンコーディングが「UTF-8」以外の場合、「3.1.4 UDDIサーバの起動」での設定を 

再度確認してください。 

 
2. 以下から、ポート番号の確認と、jUDDI が起動している事を確認します。 

       
※起動に失敗した場合は、「3 UDDIサーバの起動」での設定を確認してください。 

 

3.1.5.2 Webブラウザでの起動確認 

Web ブラウザで以下のアドレスにアクセスしてください。UDDI サーバの動作状況を確認できます。 
http://[UDDI サーバのホスト名]:[ポート番号]/juddi/happyjuddi.jsp 

 

以下のように表示されている事を確認してください。 
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3.2 ログイングループ毎にUDDIレジストリーを設定する方法 
ログイングループ毎に UDDI レジストリーを設定することで、Web サービスの公開をログイングループ毎に行うこと

ができます。その結果、Web サービスの煩雑化を防ぐと共に、より Web サービスを探しやすい環境を作ることがで

きます。 

 

ログイングループ毎に UDDI レジストリーを設定するには、各 UDDI レジストリーが使用するデータベースをそれぞ

れに用意する必要があります。その設定方法を、以下の２通り紹介します。また、ここでは、すでに１つ以上の

UDDI サーバが設定済みであることを前提とします。 

 

・UDDIサーバを複数起動させる方法 

・Webアプリケーションを複数起動させる方法 

3.2.1 UDDIサーバを複数起動させる方法 

ここでは、複数の Resin を利用し、UDDI サーバ自体を複数起動させる方法を説明します。 
 

 手順 
1. ダウンロードした Resin 3.1.9 を再度解凍します。その際、既に設定しているｊUDDI と同じディレクトリ

に解凍する場合は、Zip ファイルのファイル名を変更後に解凍します。 
※ここでは、新たに解凍した Resin のインスールディレクトを<% new_resin_home %>と表記します。 

 
2. <% new_resin_home %>/conf ディレクトリに移動します。 

 
cd <% new_resin_home %>/conf 

 
3. resin.conf を以下のように編集します。 

 
89：    <!-- The http port --> 

90：    <http address="*" port="8081"/>   ← ポート番号は、現在使用していないもの設定してください。 

---- 

148：   <!-- define the servers in the cluster --> 

149：   <server id="" address="127.0.0.1" port="6801"/> ← ポート番号は、現在使用していないもの設定してください。 

 
4. <% new_resin_home %>/webapps ディレクトリに juddi.war を配置、展開します。 

※展開する方法については、「3.1.2 warファイルの配置と展開」を参照してください。 
 

5. <% new_resin_home %>/webapps/juddi/WEB-INF/classes/conf ディレクトリの

im-auth-config.properties を編集します。 

※編集方法については、「3.1.3 設定ファイルの編集」を参照してください。 
 

6. 文字エンコーディグを「UTF-8」で、UDDI サーバを起動します。 

※UDDIサーバの起動に関しては、「3.1.4 UDDIサーバの起動」を参照してください。 
 

7. すでに設定されているｊUDDI と共に、ここで設定したｊUDDI が起動していることを確認してください。 

※起動の確認方法は、「3.1.5 起動の確認」を参照してください。 
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3.2.2 Webアプリケーションを複数起動させる方法 

Web アプリケーションを複数起動させる以下の２通りの方法を説明します。 

 

 ・Derbyのデータベース名を変更する方法 

 ・Derby以外のデータベースを使用する方法 

3.2.2.1 Derbyのデータベース名を変更する方法 

ここでは、Deｒｂｙのデータベース名を変更する方法を説明します。 

 

 手順 
1. <% resin_home %>/webapps ディレクトリに移動します。 

 
2. 同じディレクトリ（<% resin_home %>/webapps）に「juddi.war」の名前を変えてコピーします。 

ここでは、例として、「juddi2.war」と名前を変更します。 
 

3. 「juddi2.war」を展開します。 

※UDDIサーバの起動に関しては、「3.1.2 warファイルの配置と展開」を参照してください。 
 

4. <% resin_home %>/webapps ディレクトリに「juddi2 フォルダ」が作成されます。 
 

5. <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF/classes/conf ディレクトリの im-auth-config.properties
を編集します。 

※編集方法については、「3.1.3 設定ファイルの編集」を参照してください。 
 

6. <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF ディレクトリの resin-web.xml を編集します。例として、

データベース名を「sampleDB」とした場合、以下のように設定します。 
  <database> 

    <jndi-name>jdbc/juddiDB</jndi-name> 

    <driver> 

      <type>org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver</type> 

      <url>jdbc:derby:./DB/sampleDB;create=true</url> 

      <user>juddi</user> 

      <password>juddi</password> 

    </driver> 

  </database> 

 
7. サーバエンコーディグを「UTF-8」で、UDDI サーバを起動します。 

※UDDIサーバの起動に関しては、「3.1.4 UDDIサーバの起動」を参照してください。 
 

8. コンソールに以下のように表示されます。 
※起動の確認方法は、「3.1.5 起動の確認」を参照してください。 

 

3.2.2.2 Derby以外のデータベースを使用する方法 

ここでは、Derby 以外のデータベースを利用する方法を説明します。 
 

 手順 
1. <% resin_home %>/webapps ディレクトリに移動します。 

 
2. 「juddi.war」を同じディレクトリ（<% resin_home %>/webapps）に名前を変えてコピーします。 

ここでは、例として、「juddi2.war」と名前を変更します。 
 

3. 「juddi2.war」を展開します。 

※UDDIサーバの起動に関しては、「3.1.2 warファイルの配置と展開」を参照してください。 
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4. 「juddi2.war」が展開され、<% resin_home %>/webapps ディレクトリに「juddi2 フォルダ」が作成され

ます。 
 

5. Derby 以外のデータベースを使用できるように設定ファイルを編集します。 
 

 resin-web.xml の編集 
① <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF ディレクトリに移動します。 

 
② resin-web.xml を以下のように編集します。 

※ここでは、例としてデータベースに「ORACLE」を使用した場合の、設定を記述します。 
9 :  <database> 

10:    <jndi-name>jdbc/oracle</jndi-name> 

11:    <driver> 

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

13:      <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname</url> 

14:      <user>username</user> 

15:      <password>password</password> 

16:    </driver> 

17:  </database> 

 

 juddi.properties の編集 
① <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF ディレクトリに移動します。 

 
② juddi.properties の「juddi.dataSource」、「juddi.sqlFiles」を以下のように編集します。 

39:# jUDDI DataSource to use 

40:juddi.isUseDataSource=true 

41:juddi.dataSource=java:comp/env/jdbc/oracle 

--- 

54：juddi.sqlFiles=juddi-sql/oracle/create_database.sql,conf/insert_publishers.sql 

※juddi.dataSource、juddi.sqlFilesの設定値ついて、またその他の項目については「4 UDDIサーバ設

定ファイルの説明」を参照してください。 
 

 web.xml の編集 
① <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF ディレクトリに移動します。 

 
② web.xml を以下のように編集します。 

 
91:  <resource-ref> 

92:    <description>jUDDI DataSource</description> 

93:    <res-ref-name>jdbc/oracle</res-ref-name> 

94:    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 

95:    <res-auth>Container</res-auth> 

96:    <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope> 

97:  </resource-ref> 

 

 im-auth-config.properties の編集 
① intra-martをインストールしている環境のIPアドレスと、ポート番号に変更してください。詳しくは、

「im-auth-config.propertiesの編集」を参照してください。 
 

② <% resin_home %>/webapps/juddi2/WEB-INF/lib ディレクトリに、使用するデータベースに対応す

る JDBC を配置します。 
 

③ 文字エンコーディグを「UTF-8」で、再度 UDDI サーバを起動させます。 
※起動の方法は、「3.1.4 UDDIサーバの起動」を参照してください。 

 
④ コンソールに以下のように表示されます。 

※起動の確認方法は、「3.1.5 起動の確認」を参照してください。 
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3.3 intra-martがhttps環境で構築されている場合の設定方法 
intra-mart が https 環境で構築されている場合の設定方法について説明します。 

UDDI サーバは、intra-mart に対して Web サービスを利用して認証を行います。そのため、intra-mart が https で

構築されている場合、サーバ証明書を UDDI サーバのシステムプロパティに設定する必要があります。 

 

■手順 
1. サーバ証明書の取得 
 
2. サーバ証明書をキーストアに追加 
 
3. システムプロパティ「javax.net.ssl.trustStore」の設定 

3.3.1 サーバ証明書の取得 

まず、intra-mart のサーバ証明書を取得します。サーバ証明書の取得方法はいくつかありますが、ここでは、

Widnows 環境の FireFox3 を利用して証明書を取得する方法を示します。 

（サーバ証明書の詳細は、サーバ管理者にお問い合わせください） 

 
1. メニューより、[ツール] - [オプション]を選択します。 
2. [詳細]ペインの[暗号化]タブを表示します。 
3. [証明書を表示]ボタンを押下し、[証明書マネージャ]ウィンドウを表示します。 
4. [サーバ証明書]タブを表示し、intra-mart のサーバ証明書を選択します。 
5. [表示]ボタンをクリックし、intra-mart の証明書であることを確認します。 
6. intra-mart の証明書であることを確認後、[エクスポート]ボタンを押下し、証明書を保存します。 

(ここでは、証明書を「C:¥temp¥server.crt」に保存します。) 

3.3.2 サーバ証明書をキーストアに追加 

JDK 付属のツール keytool の -import コマンドを使って、信頼できる証明書をリストに追加します。 

例えば、サーバ証明書「C:¥temp¥server.crt」を、別名「sample_alias」でキーストアエントリに格納するには、 

以下のコマンドを実行します。（Windows の場合の例です。） 

 
 

>keytool -import -alias sample_alias -file C:\temp\server.crt 

 

 

上記のコマンドを実行すると、ユーザのホームディレクトリの「.keystore」ファイルに、キーストアが作成されます。 

（keytoolの詳細は、JDKのドキュメントに含まれる keytool - 鍵と証明書の管理ツールを参照してください） 

3.3.3 システムプロパティ「javax.net.ssl.trustStore」の設定 

UDDI サーバとして利用する Web アプリケーションサーバの Resin の起動時に、オプションでシステムプロパティ

「javax.net.ssl.trustStore」を設定します。 

Windows の場合、起動時にシステムプロパティ「javax.net.ssl.trustStore」を指定する場合は、以下のように設定し

ます。（「user_name」は適宜変更してください) 

 

■コマンド例（WINDOWS） 
<% resin_home %>/win32/resin.exe -Dfile.encoding=UTF-8  -J-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\Documents and 

Settings\user_name\.keystore" 

以上の設定を行うことで、UDDI サーバでは、SSL 経由で intra-mart に接続することができます。それにより、ｈｔｔｐ

ｓ環境で構築された intra-mart 上からパブリッシャーの登録、削除を行うことができます。 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/docs/ja/tooldocs/windows/keytool.html�
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4 UDDI サーバ設定ファイルの説明 

UDDI サーバにおける設定ファイル、またその項目について説明します。 

4.1 ｊuddi.propertiesについて 
<% resin_home %>/webapps/juddi/WEB-INF ディレクトリの juddi.properties について説明します。 

juddi.propertiesでは、jUDDIに対する各種設定を行うことができます。各項目については、以下を参照してくださ

い。また、以下に記載されていない項目については、ｊUDDIのWebサイトを参照してください。 

 

■パブリッシャーの設定 

juddi.maxBusinessesPerPublisher
パブリッシャーが登録できるビジネスの最大数を設定します。初

期値では、「25」が設定されています。 

juddi.maxServicesPerBusiness 
ビジネスに登録できるサービスの最大数を設定します。初期値

では、「25」が設定されています。 

juddi.maxBindingsPerService 
サービスに登録できるバインディングの最大数を設定します。

初期値では、「10」が設定されています。 

juddi.maxTModelsPerPublisher 
パブリッシャーが登録できる tModel の最大数を設定します。初

期値では、「100」が設定されています。 

 

上記の通りパブリッシャーの作成できるビジネス、サービスなどの最大数を設定できます。しかし、intra-mart の

Server Manager の conf 配下にある uddi-config.xml での設定が優先されます。その uddi-config.xml で該当する

設定がされていない場合に、juddi.properties の設定が反映されます。uddi-config.xml の設定方法は intra-mart

の Server Manager の「specification/xsd」ディレクトリにある uddi-config.xsd を参考にしてください。 

 

 

■intra-mart への認証設定 

juddi.auth 

intra-mart に対して認証を行うクラスを設定しています。そのため、

[jp.co.intra_mart.foundation.uddi.auth.IMUDDIAuthenticator] は 変

更しないでください。 

 

■データソースの設定 

juddi.dataSource 

UDDI サーバで利用するデータベースのデータソースを設定し

ます。初期値では、「java:comp/env/jdbc/juddiDB」が設定され

ています。 

 

 ここの値を変更する場合は、<% resin_home %>/webapps/juddi/ WEB-INF ディレクトリの resin-web.xml と

web.xml を編集する必要があります。ここでの「java:comp/env/」以降の値（初期値では「jdbc/juddiDB」）と、

resin-web.xml の database/ jndi-name の値と、web.xml の web-app/ resource-ref/ res-ref-name の値を同じにする

必要があります。例えば、データベースは Derby を使用し、juddi.dataSource の値が「java:comp/env/jdbc/test」だ

った場合、以下のように設定します。 

http://www.juddi.org/�
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・juddi.properties 
juddi.dataSource=java:comp/env/jdbc/test 

・resin-web.xml 
  <database> 

    <jndi-name>jdbc/test</jndi-name> 

    <driver> 

      <type>org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver</type> 

      <url>jdbc:derby:./DB/juddiDB;create=true</url> 

      <user>juddi</user> 

      <password>juddi</password> 

    </driver> 

  </database> 

・web.xml 
  <resource-ref> 

    <description>jUDDI DataSource</description> 

    <res-ref-name>jdbc/test</res-ref-name> 

    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 

    <res-auth>Container</res-auth> 

    <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope> 

  </resource-ref> 

   

■データベースの設定 

juddi.isCreateDatabase 
値が「true」の場合、データベースが作成されます。初期値に

は、「true」が設定されています。 

 

 

■SQL ファイルの設定 

juddi.sqlFiles 

起動時に読み込む SQL ファイルを設定します。初期値では、

「juddi-sql/derby/create_database.sql,conf/insert_publishers.s

ql」が設定されています。 

 

初期値の「juddi-sql/derby/create_database.sql」は組み込みデータベースである Derｂｙを利用するための SQL

ファイルです。その為、他のデータベースを利用する際は、そのデータベースに適した SQL ファイルを設定してく

だ さ い 。 各 デ ー タ ベ ー ス に 適 し た 設 定 は 以 下 に な り ま す 。 ま た 、 こ れ ら の 値 は <% 

resin_home %>/webapps/juddi/WEB-INF/lib ディレクトリにある juddi-2.0.1.jar 内のファイルを指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、初期値の「conf/insert_publishers.sql」は、intra-mart のシステム管理者をパブリッシャーとして登録するため

の SQL です。そのため、「conf/insert_publishers.sql」は変更しないでください。 

データベース 値 
Derby juddi-sql/derby/create_database.sql 
ORACLE juddi-sql/oracle/create_database.sql 
SQLServer juddi-sql/mssql/create_database.sql 
DB2 juddi-sql/db2/create_database.sql 
PostgreSQL juddi-sql/postgresql/create_database.sql 
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4.2 im-auth-config.propertiesについて 
<% resin_home %>/webapps/juddi/WEB-INF/ classes/conf ディレクトリの im-auth-config.properties について説

明します。 

im-auth-config.properties 

UDDI サーバから intra-mart に対して認証を行う際の接続先を

設定します。初期値では、「http://localhost:8080/imart/services/ 

IMUDDIAuthenticationService」が設定されています。 

 

intra-mart が起動しているホスト名、ポート番号と初期値が違う場合は、変更してください。例えば、ホスト名が

「hostname」、ポート番号が「8081」だった場合、以下のように設定します。 

 
 

im.auth.endPoint = http://hostname:8081/imart/services/IMUDDIAuthenticationService 

 

※intra-martがhttps環境で構築されている場合は、「http」の箇所を「https」に変更してください。その場合の設定

に関して詳しくは、「3.3 intra-martがhttps環境で構築されている場合の設定方法」を参照してください。 
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5 参考 

5.1 Webサービスの公開方法 
Web サービスの公開方法を説明します。UDDI レジストリーへ Web サービスを公開するには各種クライアントが利

用可能です。ここでは、eclipse プラグイン「Web サービス・エクスプローラー」を使用した例を示します。 

5.1.1 準備 

5.1.1.1 パブリッシャーの登録 

intra-mart のユーザをパブリッシャーとして登録してください。 

※パブリッシャー登録に関しては、「システム管理者操作ガイド」の第 1 章「UDDI パブリッシャー管理」、または「グ

ループ管理者操作ガイド」の第 1 章「UDDI パブリッシャー設定」を参照してください。 

※UDDI 起動時に、システム管理者はパブリッシャーとして登録されています。 

5.1.1.2 eclipseのインストール 

「JavaEE」のパースペクティブが利用できる eclipse をインストールしてください。eclipse とは、オープンソースの統

合ソフトウェア開発環境(IDE)です。なお、eclipse ではなく、スクリプト開発モデルおよび JavaEE 開発モデルのプ

ログラム開発支援ツールである「intra-mart eBuilder」、BPMN(Business Process Modeling Notation)に基づいた表

記法で、業務プロセスを記述するためのクライアントツールである「BPM|Designer」を利用することも可能です。 

「intra-mart eBuilder」、「BPM|Designer」に関して詳しくは、各ドキュメントを参照してください。 

 

eclipse.orgのダウンロードページ(http://www.eclipse.org/downloads/) からeclipseをダウンロードします(2010 年 4

月 1 日現在)。ここでは、「Eclipse IDE for java EE Developers」をダウンロードします。 

 
ここでは、「eclipse-java-galileo-SR1-win32.zip」をダウンロードした事とします。 
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日本語化が必要な場合は、Webサイト「エクリプスWiki (http://eclipsewiki.net/eclipse/index.php)」内の 日本語化プ

ラグインページを参考に日本語化を行うと良いでしょう。この章では、そのサイトを参考にPleiadesを利用して日本

語化を行ったeclipseを利用します。 

5.1.2 概要 

 Web サービス公開の流れ 
1. Webサービス・エクスプローラーの起動 
2. UDDIレジストリーを開く 
3. パブリッシャーでのログイン 
4. ビジネスの公開 
5. Webサービスの公開 

5.1.3 Webサービス公開手順 

5.1.3.1 Webサービス・エクスプローラーの起動 
1. eclipse を起動します。起動後、「ようこそ」が表示される場合はタブを閉じてください。 

 

 
2. パースペクティブが「JavaEE」であることを確認してください。 

※パースペクティブが「JavaEE」でなかった場合、ウィンドウ右上の「パースペクティブを開く」をクリックし、

「JavaEE」を選択します。 

 

http://eclipsewiki.net/eclipse/index.php�
http://www.eclipsewiki.net/eclipse/index.php?%C6%FC%CB%DC%B8%EC%B2%BD�
http://www.eclipsewiki.net/eclipse/index.php?%C6%FC%CB%DC%B8%EC%B2%BD�


 5 参考

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 15

 

 
 
3. メニューバーから[実行]-[Web サービス・エクスプローラーの起動]をクリックします。 

 

 

5.1.3.2 UDDIレジストリーを開く 
1. 表示された Web サービス・エクスプローラーのナビゲータから、「UDDI メイン」をクリックします。 
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2. 「レジストリーを開く」画面が表示されたら、任意のレジストリー名と、開きたいレジストリーの照会 URL

を入力し、実行ボタンをクリックします。 

※お気に入りのレジストリーが登録されている場合は、そこから選択してレジストリーを開くことも可能です。 

  

 
お気に入りのレジストリー レジストリーを開いたあとで、「お気に入りの追加」を行ったレジストリーが表示

されます。 

 

5.1.3.3 パブリッシャーでのログイン 
1. 「レジストリー詳細」画面のログインアイコンもしくは、リンクをクリックします。 
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2. 開いているレジストリーの公開 URL と、パブリッシャーのユーザ ID とパスワードを入力し、「実行」ボタ

ンをクリックします。 

  

 
ユーザ ID パブリッシャー登録されているユーザのパブリッシャーID を設定してください。 

パブリッシャーID は、「[ログイングルーID]¥[ユーザ ID]」で設定されています。ただ

し、システム管理者の場合は「ユーザ ID」で設定されています。 
登録済みのパブリッシャーID は、「システム管理者」の「UDDI パブリッシャー管理」画

面、「グループ管理者」の「UDDI パブリッシャー設定」画面で確認できます。 
パスワード パブリッシャー登録されているユーザのパスワードを設定します。 

 

※ログインに成功すると、ナビゲータのレジストリー名の後ろにユーザ ID が表示されます。 

 

 

※公開 URL、ユーザ ID、パスワードのいずれかが間違っていると、状況に以下のように表示されます。 

 



intra-mart UDDI サーバ 設定ガイド

 

Page 18 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

5.1.3.4 ビジネスの公開 
1. ログイン後、検索画面のメニューから「公開」をクリックします。 

 

 

 
2. 公開画面から、コンボボックスで「ビジネス」を選択し、公開フォーマット、公開するビジネスの名前と、

その説明を設定し、実行ボタンをクリックします。 
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5.1.3.5 Webサービスの公開 
1. ビジネス照会画面のメニュー「サービスの公開」もしくは、「サービスの公開」リンクをクリックしてくださ

い。 

 

 
2. サービスの公開画面から、公開フォーマット、WSDL URL、名前、説明を設定し、実行ボタンをクリッ

クします。 

Web サービスの公開が完了します。 
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3. 以下の画面が状況に、表示されれば Web サービスの公開が完了しました。 

 

 

※Web サービスを公開したユーザのナビゲータから、公開したビジネス、Web サービスなどを確認できます。 

また、公開したビジネス、Web サービスの非公開設定は、そのビジネスや Web サービスを公開したユーザに限ら 

れます。 

 

5.1.4 WSDLがhttps環境で提供されている場合のWebサービス公開方法 

WSDL が https 環境で提供されている場合の Web サービス公開方法を説明します。 

 

Webサービスを公開する際、intra-martにアクセスするためeclipseに対してキーストアを設定する必要があります。

また、パブリッシャーとしてログインする際、UDDIサーバがintra-martにアクセスして認証を行うため、UDDIサーバ

にも、キーストアが設定されている必要があります。UDDIサーバに対するキーストアの設定方法については「3 

intra-martがhttps環境で構築されている場合の設定方法」を参照してください。 

 

ここでは、例として、下記の URL で定義された Web サービスを公開する方法を示します。 

 
 

https://host-a/imart/services/SampleWebService?wsdl 

 

5.1.4.1 eclipse.iniファイルの設定 

eclipse のインストールディレクトリ直下にある eclipse.ini ファイルを編集します。eclipse.ini ファイルの末尾に以下の

コマンドを追加してください。（「user_name」は適宜変更してください) 

 
-Djavax.net.ssl.trustStore="C:\Documents and Settings\user_name\.keystore" 
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5.1.4.2 Webサービスの公開 

WSDL が https で提供されている場合、UDDI サーバに登録する WSDL の URL に気をつけなければなりません。

登録する URL のホスト名は、サーバ証明書の発行対象における一般名称（CN）を設定する必要があります。 

例えば、一般名称（CN）に「host-a」と登録されていた場合、ホスト名に「localhost」以外（IP アドレス、コンピュータ

ー名等）を指定するとエラーになってしまいます。そのため、以下のように指定する必要があります。 

 
 

https://host-a/imart/services/SampleWebService?wsdl 

 

 

5.1.4.2.1 サーバ証明書の発行対象における一般名称（CN）の確認方法 

サーバ証明書の発行対象における一般名称（CN）を確認する方法はいくつかありますが、FireFox3 を利用して確

認する方法を説明します。 
 

■手順 
1. メニューより、[ツール] - [オプション]を選択します。 
2. [詳細]ペインの[暗号化]タブを表示します。 
3. [証明書を表示]ボタンを押下し、[証明書マネージャ]ウィンドウを表示します。 
4. [サーバ証明書]タブを表示し、公開したい WSDL が提供されている https 環境のサーバ証明書を選

択します。 
5. [表示]ボタンをクリックすると、一般名称（CN）を確認できます。 
6. 以下の画像の場合は、「host-a」ということになります。 
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5.2 Webサービスの検索方法 
eclipse の Web サービス・エクスプローラーを使用して、公開された Web サービスの検索方法を説明します。 

 

5.2.1 Webサービスの検索手順 
1. UDDIレジストリーを開く 
2. Webサービスの検索 

 

5.2.1.1 UDDIレジストリーを開く 

Webサービスを検索したいUDDIレジストリーを開きます。UDDIレジストリーの開き方については、「5.1.3.2 UDDI

レジストリーを開く」を参照してください。 
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5.2.1.2 Webサービスの検索 
1. レジストリー詳細画面から、「検索」リンク、もしくは「検索」アイコンをクリックします。 

 

 
 
2. 検索画面から、検索の種別を選択します。ここでは、例として「ビジネス」を選択します。 
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3. 次に、検索するビジネスの名前を入力します。ここでは、例として「intra-mart」と入力し、「実行」ボタン

をクリックします。 

 

 

 
4. 以下のように、公開されているビジネス「intra-mart」が検索されます。そのビジネス詳細画面から、

「サービスの表示」アイコン、もしくは「サービスの表示」リンクをクリックします。 
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5. そのビジネスに公開されている Web サービスが全て表示されます。表示された Web サービスをクリッ

クすることで、WSDL の URL などその他の詳細情報を確認することができます。 
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