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1 はじめに

Unify NXJは、 NXJ アプリケーシ ョ ンを構築 ・配備 ・ 管理をするためのプラッ ト フォー
ムです。

NXJ アプリケーシ ョ ンは、 ビジネスプロセスを自動化して、 それらのプロセスにおける
データへの安全なアクセスが保証された J2EE準拠のWeb アプリケーシ ョ ンです。 例
えば、 NXJ アプリケーシ ョ ンは経費申請の承認プロセスに使用することができます。 そ
のアプリケーシ ョ ンでは、 従業員が申請書を提出してその進捗を確認することができた

り、 給与支払い担当者が従業員の提出した申請書を処理して、 支払い処理に自動的に送

ることができたり します。 このように自動化されたプロセスは、 申請書が正し く取り扱

われることを確実にすることができます。 また、 セキュリテ ィに関しては、 従業員は申

請の追加 ・確認に限定される一方で給与支払い担当者は追加 ・削除 ・ 更新 ・ 確認ができ

るといった形で保証することができます。

各 NXJ アプリケーシ ョ ンは ZIP フ ァイルでパッケージされ、 J2EE アプリケーシ ョ ン
サーバに配備されます。 サポート されるアプリケーシ ョ ンサーバについては、 『Unify 
NXJがサポートする構成』 に一覧されています。

1.1 Unify NXJの環境
Unify NXJは、 開発環境と実行環境で動作します。 NXJ アプリケーシ ョ ンは開発環境で
作成されて、 パッケージされます。 これらのパッケージは、 ユーザがアプリケーシ ョ ン

にアクセスする実行環境において、 アプリケーシ ョ ンサーバに配備されます。

管理者と配備担当者は実行環境で作業し、 以下を使用します。

• NXJ コン ト ロールセンタ
NXJ アプリケーシ ョ ンと関連のリソースのためにメニューシステムとセキュリ
テ ィ コン ト ロールを提供する Webベースのツール。
© Copyright 2005 Unify Corporation 1



はじめに
• NXJ インタラクシ ョ ンサーバ
アプリケーシ ョ ンサーバと連携して、 NXJ アプリケーシ ョ ンを実行する役割を
持つ。

• 管理システム
NXJ コン ト ロールセンタ と、 アクセスを提供するリソースとを集中管理するた
めの管理システム。

• ActiveSecurity管理者
ユーザ情報と NXJ アプリケーシ ョ ンのために確立するセキュリテ ィ を集中管理
するための管理システム。

以下は、 Unify NXJ でこれらのコンポーネン ト と他のコンポーネン トの関係を示しま
す。
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はじめに
このガイ ドは、 これらのコンポーネン ト を使用する方法に関する情報を提供します。 ガ

イ ドは、 管理者や配備担当者、 そして NXJ アプリケーシ ョ ンを配備して管理するため
に Unify NXJ を使用するその他のユーザを対象と しています。

1.2 NXJ アプリケーシ ョ ンはどのように
動作するか？

NXJ アプリケーシ ョ ンは、 ユーザインタフ ェース、 データソースへのリンク、 ユーザイ
ンタフ ェースとデータソース （以下の図） 間の相互作用を定義するビジネスルールから

成ります。

1.2.1 ユーザインタフェース

ユーザインタフ ェースは、 主に Java Server Pages （JSP） ページに表示されるフォー
ムから成ります。 ユーザは、 NXJ コン ト ロールセンタのリンクをク リ ッ クするか、 Web
ブラウザでフォームの URL を入力してフォームにアクセスします。 各フォームは、 コ
ンポーネン ト と機能をド ラ ッグ＆ドロップで配置できるグラフ ィ カルなツールの

ActiveForms Designer で作成されます。 各フォームは、 一般的にデータソースからの
ターゲッ ト テーブルに関連付けられています。 以下は、 一般的なフォームの例です。

ビジネスルール データソースユーザ

If adding, then call...

If adding, then call...
If deleting, then...

If searching, then...
If invalid ID, then...

インタフ ェース

フッタ 

ツールバー 

ヘッダ

フォーム
本体
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ヘッダやフ ッ タはアプリケーシ ョ ンのステータスに関する情報を提供します。 ツール

バーは、 NXJ アプリケーシ ョ ンをナビゲート したり、 データをナビゲート したり、 デー
タベース操作を実行するコマンドボタンをユーザに提供します。

ユーザがフォームを操作したとき、 NXJ インタラクシ ョ ンサーバはユーザのアクシ ョ ン
をデータベースに発行される SQL文に変換します。 どんな結果でも、 フォームに返さ
れ、 適切なフ ィールドに表示されます。 例えば、 ユーザは検索条件を入力し、 ツール

バーにある検索ボタンをク リ ッ クすることでターゲッ ト テーブルを検索することができ

ます。 NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 この検索コマンドをフォームにレコードを返す
SQL SELECT文に変換します。

1.2.2 データソース 
NXJ アプリケーシ ョ ンで使用されるデータソースは、 一般的に Java DataBase 
Connectivity （JDBC） を通して接続されるデータベースです。 開発者は、 アプリケー
シ ョ ンのプロパテ ィの一部と して NXJ アプリケーシ ョ ンデータソースを確立します。
管理者と配備担当者は、 配備で使用するデータソースを選択します。 管理者と配備担当

者は、 実行時にアプリケーシ ョ ンサーバにおいて、 データソース定義を設定する必要が

あるかもしれません。 データソース定義についての詳細は、 43 ページの 「データソー

ス定義」 を参照して く ださい。 サポート されるデータベースベンダーの一覧は、 『Unify 
NXJがサポートする構成』 にあります。 

1.2.3 ビジネスルール

ビジネスルールは利息を計算したり、 請求額の合計を計算したり といったカスタマイズ
されたロジッ クを使用して特定の作業を実行します。 開発者は、 組織のビジネスプロセ

スに合うように NXJ アプリケーシ ョ ンを作成するためにビジネスルールを使用します。
例えば、 NXJ アプリケーシ ョ ンは、 新しい経費申請書のレコードがデータベースに追加
されると、 自動的に申請書番号を生成するビジネスルールを含むことができます。 ある

いは、 従業員が新しい経費申請書を提出する際に、 従業員 ID を確認するためにビジネ
スルールを使用できます。

1.3 NXJ コン ト ロールセンタ
NXJ コン ト ロールセンタは、 NXJ アプリケーシ ョ ンと関連リソースのために、 メ
ニューシステムとセキュリテ ィ コン ト ロールを提供する Web ベースのツールです。
ユーザが、 NXJ コン ト ロールセンタから NXJ アプリケーシ ョ ンを起動するとき、 Unify 
NXJ インタラクシ ョ ンサーバは、 フォーム上の実行、 データベースアクセス、 表示、
データ入力を制御して管理します。

NXJ コン ト ロールセンタは、 一般的に Unify NXJ をインス トールしている間にアプリ
ケーシ ョ ンサーバに配備されます。 アプリケーシ ョ ンサーバは、 1 つの NXJ コン ト
ロールセンタのみを含むことができます。 NXJ コン ト ロールセンタを配備、 再配備、 ま
4 © Copyright 2005 Unify Corporation



はじめに
たは更新しなければならない場合があります。 NXJ コン ト ロールセンタの配備について
の詳細は、 11 ページの 「ccmanage ユーテ ィ リテ ィ」 を参照して く ださい。 以下は、 一
般的な NXJ コン ト ロールセンタを示します。 

1.3.1 配備担当者と管理者

NXJ コン ト ロールセンタ配備担当者は、 NXJ アプリケーシ ョ ン、 アプリケーシ ョ ンと
は独立した ActiveWorkflow プロセスとレポート を配備する特別なタイプの NXJ コン ト
ロールセンタのユーザです。

NXJ コン ト ロールセンタ管理者は、 NXJ アプリケーシ ョ ン、 アプリケーシ ョ ンとは独
立した ActiveWorkflow プロセスやレポート を配備、 再配備、 削除する特別なタイプの
NXJ コン ト ロールセンタのユーザです。 また、 管理者は、 NXJ コン ト ロールセンタの
セキュリテ ィ と リ ソースにアクセスすることもできます。

1.3.2 リソース

リソースとは、 アプリケーシ ョ ンエン ト リポイン ト、 メニュー、 静的コンテン ト、 動的
コンテン ト等、 NXJ コン ト ロールセンタを通じてユーザがアクセスできる物です。

静的コンテン トには、 PDF、 HTML ページ、 イ メージが含まれます。 静的コンテン ト
フ ァイルは、 アプリケーシ ョ ンパッケージに含めるか、 または管理者によって追加され

ます。 一部の静的コンテン トは、 PDF ファイルのために Adobe Acrobat Readerのよう
な別のビューワを必要と します。
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動的コンテン トは、 レポート等のように NXJ アプリケーシ ョ ンに組み込まれるロジッ
クの結果、 生成されるか変更されます。

1.3.3 セキュリテ ィ

NXJ コン ト ロールセンタは、 NXJ コン ト ロールセンタのリソースへのアクセスを制限
することでセキュリテ ィ を確保し、 NXJ アプリケーシ ョ ンの管理を行います。 NXJ ア
プリケーシ ョ ンは、 特定のフォーム、 データ、 その他の機能にアクセスするユーザを制

限することでセキュリテ ィ を確保しています。

NXJ アプリケーシ ョ ンのセキュリテ ィは、 NXJ アプリケーシ ョ ンの機能に割り当てら
れるロールと ActiveSecurity管理者で定義されるユーザのグループ間の関係に基づきま
す。 配備中、 配備担当者または管理者は、 アプリケーシ ョ ンのアクセス制御のために

ロールとグループを関連付けます。 セキュリテ ィについての詳細は、 27 ページの 「セ

キュリテ ィ」 を参照して く ださい。
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2 入門

NXJ コン ト ロールセンタは、 管理者と配備担当者が NXJ アプリケーシ ョ ン、 セキュリ
テ ィ、 レポート、 Webサービスやその他のリソースを管理するために使用する重要な
ツールです。 NXJ コン ト ロールセンタは、 一般的に Unify NXJがインス トールされると
きにアプリケーシ ョ ンサーバに配備されます。 配備される NXJ アプリケーシ ョ ンと一
緒に NXJ コン ト ロールセンタはローカライズすることができます。 ローカライズにつ
いての詳細は、 『アプリケーシ ョ ンのローカライズ』 を参照して く ださい。

2.1 コン ト ロールセンタへのアクセス

NXJ コン ト ロールセンタにアクセスするには、 以下の方法があります。

• Windows では、 スタート > すべてのプログラム >Unify NXJ>管理ツール > コ
ン ト ロールセンタ名 を選択します。

コン ト ロールセンタ名は、 アクセスしよう とする NXJ コン ト ロールセンタイン
スタンスです。

• Unix では、 Web ブラウザで NXJ コン ト ロールセンタの URL を入力します。

• あらゆるホス トに Web ブラウザを通してアクセスできます。 URLは、 以下の
通りです。 

http://machine:port/ControlCenterName

machineは、 NXJ コン ト ロールセンタが配備されたホス ト名を表します。 

portは、 アプリケーシ ョ ンサーバの http ポート番号です。 これは、 配備時に指
定されます。 デフォルトは、 アプリケーシ ョ ンサーバに固有です。

ControlCenterNameは、 NXJ コン ト ロールセンタの名称で、 NXJ コン ト ロール
センタの配備時に指定されます。
© Copyright 2005 Unify Corporation 7
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実際には、 セキュリテ ィポリシーによって、 ユーザはログインしなければならないかも

しれません。 新規のインス ト レーシ ョ ン後のデフォルトでは、 すべてのユーザがすべて

のリソースを見ることができるので、 ログインは必要ありません。

2.2 NXJ コン ト ロールセンタへのログイン
NXJ コン ト ロールセンタにログインすることは、 組織、 ユーザ名、 パスワードを必要と
します。 ほとんどの場合、 コン ト ロールセンタはこれらの各項目のために別々のフ ィー

ルドを表示します。 ユーザが ActiveReports機能にログインするとき等、 い くつかの例
において、 NXJはユーザ名とパスワードの 2 つを表示するだけかもしれません。 この
場合、 ユーザは、 ユーザ名の一部と して組織の名前を示すことができます。

username@organizationName

@organizationNameが指定されない場合、 コン ト ロールセンタのデフォルトの組織名
が使用されます。

2.3 NXJ コン ト ロールセンタのレイアウト
NXJ コン ト ロールセンタは、 Web ブラウザに開きます。 NXJ コン ト ロールセンタの動
作が確認された Web ブラウザの最新の一覧は、 『Unify NXJがサポートする構成』 を参
照して く ださい。 NXJ コン ト ロールセンタには、 ツールバー、 ログイン情報、 クイッ ク
メニューパネル、 コンテン トパネル （以下の図） があります。
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ツールバー

ツールバーには、 以下のボタンがあります。

ログイン情報

ログイン情報領域は、 うま く ログインしたかどうかで、 カレン ト ログイン名または

“Not Logged In” メ ッセージを表示します。

コンテン トパネル

コンテン トパネルは、 NXJ コン ト ロールセンタの主要作業領域です。 NXJ アプリケー
シ ョ ン、 管理者ツールへのアクセスを提供します。 

クイック メニューパネル

クイッ ク メニューパネルは、 ユーザに必要と される最も共通するメニューと、 管理目的

に使用される 2、 3の専用のコンテキス ト対応メニューを表示します。 項目をクリ ッ ク
すると、 コンテン トパネルのメニューまたはページが開かれますが、 Unify NXJ アプリ
ケーシ ョ ンのインタラクシ ョ ンサーバウィ ンドウのような別のウィ ン ドウが起動するか

もしれません。 メニューについての詳細は、 21 ページの 「メニュー」 を参照して く だ

さい。 

2.4 セキュリテ ィ

NXJ コン ト ロールセンタは、 コン ト ロールセンタに配備される NXJ アプリケーシ ョ ン
とは、 別にセキュリテ ィが設定されています。 デフォルトで、 NXJ コン ト ロールセンタ
は制限を持たず、 すべてのユーザがあらゆるリソースにアクセスしてどんなアクシ ョ ン

ボタン 説明

デフォルトで、 カレン トユーザのためにコン ト ロールセンタ メニューであ

る HOME リ ソースが表示されます。

コンテン トパネルでカレン トページの Help情報が表示されます。

Login ページを表示します。 ユーザ名とパスワードを入力すると、 NXJ コ
ン ト ロールセンタはログイン資格を確認するためにアプリケーシ ョ ンサー

バに問い合わせます。 正し く ログインすると、 認証されたユーザとなりま
す。 ログインについての詳細は、 8 ページの 「NXJ コン ト ロールセンタへ
のログイン」 を参照して く ださい。 

NXJ コン ト ロールセンタからログアウト して、 認証されたユーザから認証
されていないユーザへと変わります。 ログアウトは NXJ コン ト ロールセン
タを終了しません。 ログインについての詳細は、 8 ページの 「NXJ コン ト
ロールセンタへのログイン」 を参照して く ださい。 
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も実行できます。 自分を含むどのユーザが管理者であるべきかを決定して、 それに応じ

て NXJ コン ト ロールセンタを更新することによって、 できるだけ早く 、 このデフォル
トのセキュリテ ィ設定を変更して く ださい。 NXJ コン ト ロールセンタのセキュリテ ィに
ついての詳細は、 28 ページの 「コン ト ロールセンタのセキュリテ ィ」 を参照して下さ

い。

2.5 ライセンシング

NXJ コン ト ロールセンタが持つライセンスを見るために Control Center Properties - 
License Key ページを使用します。 Control Center Administration > Properties > 
License Key を選択することで、 NXJ コン ト ロールセンタからページにアクセスしま
す。

2.5.1 NXJ Interaction Server と  
NXJ ActiveForms Designer ライセンス

実行環境において NXJ コン ト ロールセンタを使用するには、 NXJ コン ト ロールセンタ
は NXJ Interaction Server ライセンスを持たなければなりません。 ライセンスされてい
れば、 Control Center Properties - License Key ページの NXJ Interaction Serverのエン
ト リは、 Enabled と表示されます。

開発環境において NXJ コン ト ロールセンタを使用するには、 NXJ コン ト ロールセンタ
は ActiveForms Designer ライセンスを持たなければなりません。 ライセンスされてい
れば、 Control Center Properties - License Key ページの ActiveForms Designerのエン
ト リは、 Enabled と表示されます。

ライセンスを更新する必要がある場合、 ライセンスキーを取得する情報について Unify
社に連絡して く ださい。

2.5.2 ライセンスの更新

Unify社からライセンスキーを取得したら、 NXJ コン ト ロールセンタを更新する必要が
あります。

1. NXJ コン ト ロールセンタで、 Control Center Administration > Properties > 
License Key を選択します。

NXJ コン ト ロールセンタは、 現在のライセンスキー情報を表示します。

2. License Key フ ィールドに新しいライセンスキーを入力します。

ライセンスキーを正確に入力することが重要です。 キーは、 大文字 /小文字を区別
します。

3. Submit をク リ ッ クします。
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ページが更新され、 ライセンスが更新されたことをあなたに知らせます。

2.6 ccmanageユーティ リテ ィ
Unify NXJのインス トールは、 一般的にアプリケーシ ョ ンサーバにデフォルトで
ControlCenter と名付けられる NXJ コン ト ロールセンタを配備します。 NXJ コン ト ロー
ルセンタを個別に配備、 更新または単に削除しなければならない場合があるかもしれま

せん。 これらのタスクを実行するために、 Control Center Management （ccmanage）
ユーテ ィ リテ ィ を使用します。

2.6.1 ccmanageの開始
ccmanage を開始する 3 つの方法があります。

• Windows ： スタート  > すべてのプログラム > Unify NXJ > 管理ツール > コン ト
ロールセンタ管理ツール を選択します。

• UNIX ： UNIFY_HOME/bin を PATH に設定して、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を  
実行します。

• UNIX ： テキス トモードでコマンド ラインからユーテ ィ リテ ィ を実行します。
ユーテ ィ リテ ィは、 <UNIFY_HOME>/bin ディ レク ト リにあり、 -text オプシ ョ
ンが必要です。

以下のセクシ ョ ンの説明は、 GUI モードで ccmanage を実行していると仮定している点
に注意して く ださい。

2.6.2 NXJ コン ト ロールセンタとサーバ
NXJ コン ト ロールセンタの配備は、 アプリケーシ ョ ンサーバのド メ インに関連してい
て、 ベンダー特有です。 サーバは、 1 つの NXJ コン ト ロールセンタを含むことができ
るだけです。 各管理上のド メ インは、 各サーバに配備された利用可能なサーバと、 NXJ
コン ト ロールセンタを一覧します。

注 : Oracle AS Java、 Standard と Enterprise アプリケーシ ョ ンサーバ
は、 インス トールされた Oracle AS ファイルのオーナであるユーザ
だけが管理することができます。 従って、 これらの Oracle アプリ
ケーシ ョ ンサーバの 1 つで実行する NXJ コン ト ロールセンタを管
理するために ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を使用するには、 インス
トールのオーナと して、 オペレーテ ィ ングシステムにログインする
必要があります。 Oracle AS Containers for J2EE Standalone 
（OC4J） アプリケーシ ョ ンサーバの場合は、 この必要条件がありま
せん。 
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2.6.3 NXJ コン ト ロールセンタの配備
1. ccmanage を開始します。

2. コン ト ロールセンタを配備 を選択して、 次へ をク リ ッ クします。

3. 配備したいアプリケーシ ョ ンサーバのベンダーを選択して、 次へ をク リ ッ クしま
す。

4. アプリケーシ ョ ンサーバに必要な情報を入力します。

必要に応じて、 ユーザ名とパスワードを入力します。

5. （オプシ ョ ン） デフォルト名とサーバインスタンスを変更します。

6. 次へ をク リ ッ クします。

7. （オプシ ョ ン） インス トールする NXJ コンポーネン ト を変更します。

8. 次へ をク リ ッ クします。

9. 配備 をク リ ッ クします。

ccmanage ユーテ ィ リテ ィは、 NXJ コン ト ロールセンタを配備して、 完了ダイアロ
グを表示します。 ダイアログのリンクをク リ ッ クして、 配備された NXJ コン ト ロー
ルセンタにアクセスすることができます。 アプリケーシ ョ ンサーバにアクセスする
ためにユーザ名とパスワードが必要と される場合、 プロンプ トが表示されます。

10. 閉じる  をク リ ッ クします。 

2.6.4 NXJ コン ト ロールセンタの更新
新しいリ リースの Unify NXJ をインス トールする場合、 NXJ コン ト ロールセンタも更新
する必要があります。 何らかの理由で NXJ コン ト ロールセンタが更新されなかった場
合、 更新するために ccmanage を使用することができます。

1. ccmanage を開始します。

2. コン ト ロールセンタを更新 を選択して、 次へ をク リ ッ クします。 

3. ドロップダウンリス トから必要な NXJ コン ト ロールセンタを選択して、 次へ をク
リ ッ クします。

4. （オプシ ョ ン） インス トールする NXJ コンポーネン ト を変更します。

5. 次へ をク リ ッ クします。

6. 更新 をク リ ッ クします。

ccmanage ユーテ ィ リテ ィは、 NXJ コン ト ロールセンタを更新して、 完了ダイアロ
グを表示します。

7. 閉じる  をク リ ッ クします。 
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2.6.5 NXJ コン ト ロールセンタの削除 
NXJ コン ト ロールセンタの削除は、 配備されたアプリケーシ ョ ンパッケージを削除しま
せん。 配備されたアプリケーシ ョ ンパッケージも削除したい場合は、 最初に、 削除する

必要があります。 NXJ アプリケーシ ョ ンの削除についての詳細は、 19 ページの 「アプ

リケーシ ョ ンパッケージの削除」 を参照して く ださい。 

注 : NXJ コン ト ロールセンタを削除した後に、 アプリケーシ ョ ンパッ
ケージを削除すると決めた場合、 アプリケーシ ョ ンサーバのベン
ダーによって提供されるツールを使用して く ださい。

1. ccmanage を開始します。

2. コン ト ロールセンタを削除 を選択して、 次へ をク リ ッ クします

3. ドロップダウンリス トから削除するコン ト ロールセンタを選択します。

4. （オプシ ョ ン） すべての NXJ コン ト ロールセンタのデータを削除したい場合は、
データディ レク ト リの削除チェ ッ クボッ クスをセッ ト します。

これは、 メニューエン ト リ、 ラベル、 セキュリテ ィのような、 コン ト ロールセンタ
に追加されたデータを削除します。 データディ レク ト リの削除は、 配備したアプリ
ケーシ ョ ンを削除しないので URL によってまだアクセス可能です。

5. 次へ をク リ ッ クします。

6. 削除 をク リ ッ クします。

ccmanage ユーテ ィ リテ ィは、 NXJ コン ト ロールセンタを削除します。

7. 閉じる  をク リ ッ クします。 

2.7 JBoss アプリケーシ ョ ンサーバの使い方
JBoss アプリケーシ ョ ンサーバは、 Unify NXJ にバンドルされており、 インス トールさ
れます。 Unify NXJ インス トールプログラムは、 デフォルトで JBoss アプリケーシ ョ ン
サーバインスタンスを開始します。 場合によっては、 JBoss アプリケーシ ョ ンサーバイ
ンスタンスを開始、 または終了する必要があるかもしれません。

JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ製品の使い方についての詳細は、 以下のサイ ト より ド
キュ メン ト を参照して下さい。

http://www.jboss.org/index.html

2.7.1 JBoss アプリケーシ ョ ンサーバの開始
Windows マシンでデフォルト JBoss アプリケーシ ョ ンサーバインスタンスを開始する
には、 スタート  > すべてのプログラム > Unify NXJ > 管理ツール > JBoss > デフォル
トサーバサービスの開始 を選択します。 あるいは システムサービスではな く プロセス
と して、 JBoss を開始するために デフォルトサーバの開始 を選択することができます。
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デバッグ JBoss アプリケーシ ョ ンサーバインスタンスを開始する方法は、 以下のとお
りです。

• Windows
スタート  > すべてのプログラム > Unify NXJ > 管理ツール > JBoss > デバッグ
サーバサービスの開始 あるいはデバッグサーバの開始

• UNIX
<UNIFY_HOME>/jboss/bin/run.sh スクリプ ト を実行

2.7.2 JBossサーバアプリケーシ ョ ンサーバの終了 
JBossサーバがシステムサービスと して実行している場合、 Windows上の JBossサー
バを終了するステップは以下のとおりです。 

1. スタート  > すべてのプログラム > コン ト ロールパネル > 管理ツール > サービス を
選択します。

サービスダイアログが表示されます。

2. Unify NXJ Development Server上で右クリ ッ クをして、 停止を選択します。

デバッグサーバを終了するには、 Unify NXJ Debug Server を代わりに選択します。 

JBossサーバがプロセスと して実行している場合、 Windows上の JBossサーバを停止
するには、 デフォルトサーバの開始コマンドウィ ンドウの場所を確認します。

デバッグサーバを終了するには、 “ デバッグサーバの開始 ” ウィ ンドウの場所を確認する
代わりに、 X ボタンをク リ ッ クします。 

シャ ッ トダウン処理は数分かかります。 メ ッセージ “ シャ ッ トダウンの終了 ”は、プロセ
スの最後のメ ッセージとなります。 

JBossサーバがプロセスと して実行している場合、 UNIX上の JBossサーバを終了する
には、 <UNIFY_HOME>/jboss/bin にディ レク ト リを変更して shutdown.sh -S を実行し
ます。
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アプリケーシ ョ ンサーバに配備されたアプリケーシ ョ ンパッケージを配備、 再配備、 削

除するには、 Application Package Administration を使用します。 NXJ コン ト ロールセン
タから NXJ Administration > Application Packages を選択して、 Application 
Package Administration にアクセスします。 アプリケーシ ョ ンサーバに配備された各ア
プリケーシ ョ ンの一覧が Application Package Administration に表示されます。 （下図）

3.1 アプリケーシ ョ ンパッケージの配備

アプリケーシ ョ ンパッケージが配備されるとき、 NXJ アプリケーシ ョ ンのメニューとセ
キュリテ ィ情報は NXJ コン ト ロールセンタにインス トールされます。 NXJ コン ト ロー
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ルセンタは、 ActiveForms デザイナで作成されたアプリケーシ ョ ンパッケージだけを配
備することができます。 アプリケーシ ョ ンパッケージが異なる環境で作成された場合、

その環境によって提供される配備の指示に従って く ださい。

アプリケーシ ョ ンパッケージを配備するために、 以下の作業を完了します。

• アプリケーシ ョ ンパッケージのディ レク ト リ位置

• アプリケーシ ョ ンパッケージの配備

• アプリケーシ ョ ンのテス ト

注 : 新規に追加したメニュー項目のメニューを調べたとき、 アプリケー
シ ョ ンパッケージの配備が失敗したように見えることがあります。
アクセスコン ト ロールの条件に適合しない場合は、 項目は表示され
ません。 代わりに、 配備状況を表示するために、 NXJ Control 
Center Administration ページを表示します。

3.1.1 アプリケーシ ョ ンパッケージの位置

アプリケーシ ョ ンパッケージを配備するには、 それが存在するパッケージとディ レク ト

リへのリードパーミ ッシ ョ ンが必要です。 アプリケーシ ョ ンパッケージは、

ActiveForms デザイナで使用されるプロジェ ク ト名と同じ名前を持つ ZIP ファイルで
す。 ZIP ファイルは、 プロジェク トの output ディ レク ト リに作成されます。

デフォルトで、 ActiveForms デザイナは すべてのプロジェ ク ト を <UNIFY_WORK>/
projects フォルダに作成します。

3.1.2 アプリケーシ ョ ンパッケージの配備

Deploy Application Package ウィザードを使用して、 アプリケーシ ョ ンパッケージを配
備します。 配備中に更なる設定が必要でなければ、 ウィザードのどのページでも

Finish ボタンをク リ ッ クすることができます。

1. コン ト ロールセンタで、Control Center Administration > Application Packages 
を選択します。

Application Package Administration ページが表示されます。

2. Deploy new application package をク リ ッ クします。

my_project

Sources Output

WebNXJ my_project.zipweb-app
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Deploy Application Package Wizardが表示されます。

3. Archive フ ィールドで、 配備したいアプリケーシ ョ ンパッケージ名を入力して、
Next をク リ ッ クします。

NXJは自動的にこのアプリケーシ ョ ンの名前を入力します。 名前を変更することは
できますが、 NXJ コン ト ロールセンタシステムがアプリケーシ ョ ンのリソースを識
別するために名前を使用するため、 NXJ コン ト ロールセンタ内でユニークでなけれ
ばなりません。 名前はユーザインタフ ェースでは表示されません。

Connection Mapping ページが表示されます。 このページは、 アプリケーシ ョ ン
パッケージが接続定義を含む場合のみ表示されます。

4. Data Source ドロップダウンリス トボッ クスからデータソースを選択して、 Next 
をク リ ッ クします。

アプリケーシ ョ ンパッケージの各接続定義は、 Connectionの列に表示されます。 対
応しているドロップダウンリス トボッ クスは、 アプリケーシ ョ ンサーバに既存する
データソース定義に基づきます。 アプリケーシ ョ ンが必要とするデータソースがリ
ス トにない場合、 次に進む前に、 アプリケーシ ョ ンサーバインタフ ェースで提供さ
れるツールを使用して、 データソースを定義します。 デフォルトで、 データソース
がある場合、 接続はマップ先の名称と一致するデータソースに割り当てられます。

Environment Variables ページが表示されます。

5. （オプシ ョ ン） 各環境変数のデフォルト値を設定します。

6. Next をク リ ッ クします。

Organizations ページが表示されます。

7. アプリケーシ ョ ンに合う組織を選択して、 Next をク リ ッ クします。

組織は、 アプリケーシ ョ ンにアクセスするユーザを決定します。

Environment Variables Rules ページが表示されます。 このページを使用して、 環境
変数の値を決定するルールを追加します。

8. （オプシ ョ ン） Add Rule リンクをク リ ッ クして、 ユーザフ ィールド、 対応する値、
変数値を選択して、 ルールを追加します。 各環境変数に複数のルールを入力するこ
とができます。

9. Next をク リ ッ クします。

注 : ウィザードは、 アプリケーシ ョ ンパッケージの各環境変数に対
する Environment Variables Rules ページを表示します。 必要に
応じてそれぞれの変数を設定します。 すべての環境変数を設定
した後、 Role Rules ページが表示されます。 Role Rules を使用
してユーザにロールをマップします。 ロールとユーザフ ィール
ドについての詳細は、 27 ページの 「セキュリテ ィ」 を参照して
ください。 

10. ユーザがどのようにロールにマップされるべきかを指定して、 Next をク リ ッ クし
ます。

All Users、 No Users、 Use Rules を選択します。 Use Rules を選択する場合、 必要
とする各ユーザフ ィールドに対応する値を入力します。 例えば、 Building F （デ ィ
レク ト リ） のすべてのユーザをカレン ト ロールにマップしたい場合、 Use Rules を
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選択して、 ディ レク ト リに対応する Match Value フ ィールドで Building F を入力し
ます。 1 つのロールに対して複数のルールを使用する場合、 NXJはルールのあらゆ
る条件を満たすユーザにアクセスを許可します。

注 : ウィザードは、 アプリケーシ ョ ンパッケージのすべてのロール
の Role Rulesページを表示します。 必要に応じて、 各ロールを
設定します。 すべてのロールを設定した後、 Finishページが表
示されます。

11. 設定を確認して、 Finish をクリ ックして配備を終了します。

コン ト ロールセンタは、 アプリケーシ ョ ンサーバにアプリケーシ ョ ンパッケージを
配備します。

3.1.3 アプリケーシ ョ ンのテスト  
アプリケーシ ョ ンパッケージが配備されると、 アプリケーシ ョ ンセキュリテ ィ をテス ト

することができます （認証されたアプリケーシ ョ ンユーザの場合）。

アプリケーシ ョ ンで追加された新規メニュー項目を指定し、 正しいエン ト リポイン ト

フォームが表示されていることを確認します。

デフォルトにより、 アプリケーシ ョ ンエン ト リポイン トはアプリケーシ ョ ンメニューに

追加されます。 アプリケーシ ョ ンパッケージのメニュー定義について更に詳しい情報が

必要な場合は、 アプリケーシ ョ ン開発者に確認して く ださい。

3.1.4 複数のアプリケーシ ョ ンを実行

ユーザが同時に、 複数の NXJ アプリケーシ ョ ンを実行している場合、 各アプリケー
シ ョ ンの Internet Explorerの新しい実行可能なインスタンスを作成することを推奨しま
す。 別に実行可能なインスタンスを持つという ことは、 各アプリケーシ ョ ンがサーバへ

の許可された最大数の接続を使用することを可能にします。 ファイル > 新規作成 > ウィ
ンドウ は、 新しい実行可能なインスタンスを作成しない点に注意して く ださい。 代わ
りに、 ユーザは、 スタート メニューまたはデスク ト ップから Internet Explorer を開始す
る必要があります。

Mozilla/Firefox Web ブラウザの場合、 最大接続数はアドレスバーで "about:config" と入
力することで設定することができ、 次に優先で名付けられた "network.http.max-
persistent-connections-per-server"上でダブルクリ ッ クして値を変更します。

3.2 アプリケーシ ョ ンパッケージの再配備

Redeploy Application Package Wizard を使用して、 アプリケーシ ョ ンを再配備します。
Redeploy Application Package Wizardは、 Deploy Application Package Wizard と同じ
パネルを使用しますが、 デフォルト値と して前にアプリケーシ ョ ンを配備した際に指定
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した情報が表示されます。 これらのデフォルト値を変更する必要がないことが確定して

いるならば、 単に再配備する最初のページで Finish をク リ ッ クします。

3.3 アプリケーシ ョ ンパッケージの削除

アプリケーシ ョ ンサーバからアプリケーシ ョ ンパッケージと関連リソースのすべてを完

全に削除するには、 Application Package Administration を使用します。 使用していない
アプリケーシ ョ ンを削除することは、 ディスク領域を最大に使用でき、 パフォーマンス

を向上させることができます。

1. コン ト ロールセンタで、Control Center Administration > Application Packages 
を選択します。

2. 削除するアプリケーシ ョ ンの Remove チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

3. Remove をク リ ッ クします。
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4 メニュー

メニューは、 Control Center Administration menu等、 NXJ コン ト ロールセンタにおけ
る関連したリソースと機能へのアクセスを提供します。 メニュー項目は、 Application 
Packages、 ActiveWorkflow Administrator、 ActiveReports Administrator等のメニュー
内でのリンクです。 一部のメニューは、 Control Center Properties メニュー領域のよう
な追加リソースへのアクセスを提供するメニュー領域も用意されています （下図）。 　
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メニュー
4.1 デフォルト メニュー

NXJ コン ト ロールセンタは、 様々な定義済みメニューを含んでいます。

• Applications
NXJ アプリケーシ ョ ンへのリンク。

• Control Center
NXJ コン ト ロールセンタが最初に開かれた時に表示。 これは、 メ インメニュー
です。

• Control Center Administration
アプリケーシ ョ ンパッケージ、 メニュー、 NXJ コン ト ロールセンタプロパテ ィ
の管理。

• Control Center Properties
ライセンスキーやロケール等、 NXJ コン ト ロールセンタ機能を管理。

• Edit Menu
メニュー機能を定義。

メニュー項目が追加されたり、 これらのメニューから削除されている間、 メニューは

NXJ コン ト ロールセンタから削除されることはありません。 配備担当者が Control 
Center Properties以外にアクセスしている間、 管理者は、 これらのメニューのすべてに
アクセスできます。

4.2 Menu Administration
Menu Administration を使用して、 新し く メニューを作成したり、 既存のメニューを編
集します。 Control Center Administration > Menus を選択して Menu Administration
にアクセスします。 このページにアクセスするには管理者でなければなりません。

Menu Administration （下図） は、 各メニューのリソースパスとラベルを一覧します。 リ
ソースパスは、 NXJ コン ト ロールセンタのネームスペースのメニューデータを示しま
す。 メニュー名は、 パスで最後のスラ ッシュ （/） の後に表示されます。 ラベルは、
ユーザインタフ ェースで表示するロケールに対応する名前です。

メニューと メニュー項目は、 ローカライズすることもできます。 ローカライズについて

の詳細は、 『アプリケーシ ョ ンのローカライズ』 を参照して く ださい。
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4.2.1 メニューの編集

Menu Administration を使用して、 新規メニューの作成、 メニューの削除、 NXJ コン ト
ロールセンタのロケールに基づ く ローカライズをすることができます。 以下の表は、 メ

ニューを編集するために使用するメニュープロパテ ィの説明です。

エレメン ト 説明

name NXJ コン ト ロールセンタ内のメニューのユニークで大文字小文字の区別の
ある識別子。 名前は、 プログラム目的で使用され、 ユーザインタフ ェース

で表示されません。

default label “Application” または “Control Center” のよ うな、 ユーザインタフ ェース
に表示される名前。 デフォルト ラベルは変更することができ、 またラベル

がロケール対応版である場合、 名前をオーバーライ ド します。

default short label Quick Menuパネルと メニュー領域で使用されるラベルの短い名前。 デ
フォルトシ ョート ラベルは、 オプシ ョ ンです。
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4.2.1.1 メニューの作成

1. Menu Administration で、 Create New Menu をク リ ッ クします。

Create Menu ページが表示されます。

2. 以下の必要な情報を入力します。
Name
Default Label

3. （オプシ ョ ン） その他のプロパテ ィ を設定します。

これらのプロパテ ィについての詳細は、 23 ページの 「メニューの編集」 を参照して
く ださい。 

menu item 
columns

メニュー項目を構成するために使用する列数。

Unify NXJは、 列の中で均一にメニュー項目を配置します。 デフォルトは
3 です。

menu region 
columns

メニューのメニュー領域を構成するために使用する列数。

Unify NXJは、 列の中で均一にメニュー領域を配置します。 デフォルトは
2列です。

menu item max 
display

メニューが、 Quick Menuパネルまたはメニュー領域のどちらかにある場
合に、 表示されるメニュー項目数。 メニュー項目数がこの値よりも多い場

合、 NXJ コン ト ロールセンタは more リンクを表示します。 デフォルト値
は 5 です。 値がゼロ （0） の場合は、 メニューには一切の項目が表
示されません。 この場合、 メニューのヘッダだけが表示されます。

description メニューの簡単な説明。 説明は、 ユーザインタフ ェースに表示されないオ

プシ ョ ン情報です。

エレメン ト 説明
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4. Submit をク リ ッ クします。

Unify NXJは、 メニューを作成して Edit Menu - Menu Items ページを開きます。

5. メニュー項目を追加します。

メニュー項目を追加する詳細については、 26 ページの 「メニュー項目の追加と削
除」 を参照して く ださい。 現在、 メニュー項目を追加できるか、 または Menu 
Administration で Edit をク リ ッ クして最新のメニューに更新できます。

6. 既存のメニューに新しいメニューのメニュー項目を追加します。

ユーザインタフ ェースに表示されるメニューの場合、 別のメニューで新しいメ
ニューのメニュー項目を作成しなければなりません。 例えば、 コン ト ロールセンタ
メニューで表示する Records メニューが必要な場合、 コン ト ロールセンタに
Records のメニュー項目を追加しなければなりません。

4.2.1.2 メニューの削除

Menu Administration でチェ ッ クボッ クスをチェ ッ クして、 Remove をク リ ッ クしてメ
ニューを削除します。 デフォルト メニューとエン ト リポイン ト メニュー項目を持つメ

ニューは削除できません。

4.2.2 メニュー項目の編集

Edit Menu - Menu Items ページ （下図） を使用して、 メニューのメニュー項目を追加、
削除、 確認を行います。 Menu Administration でメニューの Edit をク リ ッ クして、 次
に、 Edit Menu > Menu Items を選択して Edit Menu - Menu Items にアクセスします。

4.2.2.1 Resource Paths

リ ソースパスは、 フォームのエン ト リポイン ト を通して別のメニューまたはエン ト リポ

イン ト フォームのどちらかを示します。 パスは、 NXJ コン ト ロールセンタのコンテキス
トパスと関連していて、 ピリオドやプロ ト コルで始まることはありません。 以下は、 メ

ニューとエン ト リポイン トのリソースパスを説明しています。

メニューを示すリソースパスは以下のとおりです。

/menu/<menuName>
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例えば、 “myMenu” という名前のメニューのリソースパスは以下のようになります。

/menu/myMenu

エン ト リポイン ト を示すリソースパスは以下のとおりです。

/entry/<packageName>/<entryPointName>

<packageName>は配備時にパッケージの使用する名前です。
<entryPointName>はエン ト リポイン ト フォームのエン ト リポイン ト名です。 これ
は、 ActiveForms デザイナでの開発者によって定義され、 エン ト リポイン ト フォー
ムと関連して、 アプリケーシ ョ ンパッケージに含まれます。

例えば、 パッケージが “myPackage” と配備されて、 エン ト リポイン ト名が
“myEntryForm”の場合、 次に、 リ ソースパスは /entry/myPackage/myEntryForm に
あります。

4.2.2.2 メニュー項目の追加と削除

メニューにメニュー項目を追加するには、 必要なメニューの Edit Menu - Menu Items を
開いて、 空のフ ィールドで項目へのリソースパスを入力して、 Submit をク リ ッ クしま
す。

メニュー項目を削除するには、 必要なメニューの Edit Menu - Menu Items を開いて、 メ
ニュー項目の Remove チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クして、 Submit をク リ ッ クします。
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5 セキュリテ ィ

NXJ管理者は、 NXJ コン ト ロールセンタ と NXJ アプリケーシ ョ ンの両方を保護しなけ
ればなりません。

とても大きな く く りで見ると、 NXJはユーザのために anonymous と authenticated と
いう 2 つのセキュリテ ィ カテゴリを持っています。 匿名ユーザは、 NXJ コン ト ロール
センタにも NXJ アプリケーシ ョ ンにもログイン権限は無く、 リ ソースと機能へのアク
セスも制限されるか、 権限が無いかのどちらかです。 認証されたユーザはログイン権限

を持ち、 適切なリソースにアクセスできます。 NXJ コン ト ロールセンタではな く アプリ
ケーシ ョ ンサーバのセキュリテ ィシステムが認証を実行する点に注意して く ださい。

ユーザが NXJ コン ト ロールセンタ、 または NXJ アプリケーシ ョ ンにログインするとき
はいつも、 Unify NXJはメモリ上にだけ Single Sign-On （SSO） ク ッキーを作成しま
す。 最初のログインの後、 NXJはこのク ッキーを認識して、 自動的にユーザを認証しま
す。 ログアウト時にはク ッキーを削除します。 アプリケーシ ョ ンの終了とログアウト

は、 同じではない点に注意して く ださい。 ク ッキーを削除して、 SSO ログアウト をす
るためには、 アプリケーシ ョ ンは、 LOGOUT システムコマンドを実行しなければなり
ません

5.1 NTLMによるシングルサインオン
New Technology LAN Manager （NTLM） は、 ド メ インプロ ト コルに対して Microsoft 
Internet Explorer™のクライアン ト を認証する challenge/response メ カニズムに基づ
く、 Microsoft® プロ ト コルです。 

NTLM による Single Sign-On （SSO） を使用して、 ユーザのネッ トワークログイン証明
書に基づ く NXJ コン ト ロールセンタまたは NXJ アプリケーシ ョ ンへの認証を自動的に
行います。 ユーザのコンピュータは、 NXJ リ ソースと同じ ド メ インでなければなりませ
ん。 ネッ トワークログインのユーザ名と NXJ リ ソースログインのユーザ名は、 正確に
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一致しなければなりません。 ユーザ名についての詳細は、 36 ページの 「ユーザ」 を参

照して く ださい。 

NTLM による SSO には様々な利点があります。 まず最初に、 NXJ アプリケーシ ョ ンと
ネッ トワークの別々のセッ トのユーザ名とパスワードを維持する必要がありません。 2
番目に、 従業員が組織に入社あるいは退職したときに、 ユーザ名とパスワードを更新す

る必要を省きます。 最後に、 ユーザが NXJ アプリケーシ ョ ンを使用するために、 新し
いユーザ名とパスワードを覚える必要がありません。

NTLMサポートによる SSOは、 デフォルトでは利用できません。 以下のことを完了し
て、 アプリケーシ ョ ンサーバ上で NTLM による SSO を利用できるようにします。

1. <unify_home>/NXJWork/controlCenters/<controlCenterName>/ ディ レク ト リ
で、 extAuth.properties ファイルを作成します。

2. extAuth.properties ファイルに以下の行を追加します。
jcifs.smb.client.domain=<domain_name>
jcifs.netbios.win=<IP>

<domain_name> は、 クライアン トが認証されなければならない Windows ド メ イ
ンを示しており、 <IP>は、 サーバの IP アドレスです。 設定することができる追加
のプロパテ ィについての詳細は、 Java CIFS Client Library を参照して く ださい。
jCIFSがこの情報を管理しており、 Unify社はその内容または精度について責任はあ
りません。

3. アプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。

5.2 コン ト ロールセンタのセキュリテ ィ

コン ト ロールセンタのセキュリテ ィは、 ユーザを設定するために管理者が使用するツー

ルへのアクセスを制限し、 NXJ アプリケーシ ョ ンのためにセキュリテ ィ基盤を確立し
て、 アプリケーシ ョ ンを管理します。 デフォルトで、 コン ト ロールセンタはすべての

ユーザがあらゆるリソースにアクセスでき、 すべてのアクシ ョ ンを実行できる無制限と

なっています。 インス トール後の最初の作業は、 自身を含むユーザに正しいコン ト ロー

ルセンタロールを割り当てて、 NXJ コン ト ロールセンタへのアクセスを制限することで
す。

NXJは、 管理者と配備担当者の 2 つのロールを使用して、 コン ト ロールセンタ リソー
スへのアクセスを制限します。

管理者は、 コン ト ロールセンタへのフルアクセス権を持ちます。 また、 管理者は、 NXJ
アプリケーシ ョ ン、 独立した ActiveWorkflow プロセス、 独立した NXJ レポートの配
備、 再配備、 削除をすることができます。 コン ト ロールセンタの管理者は、

ActiveSecurity Administratorの Organizational Administrators と Provider 
Administrators とは関係がない点に注意して く ださい。 NXJのデフォルトのセキュリ
テ ィ設定は、 パスワードが admin である admin と呼ばれるデフォルト管理者ユーザ
（デフォルトの構成で） です。
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配備担当者は、 コン ト ロールセンタへのフルアクセス権を持ちませんが、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ン、 独立した ActiveWorkflow プロセス、 レポート を配備することはできます。
NXJのデフォルトのセキュリテ ィ設定では、 デフォルトの配備担当者のユーザがありま
せん。

5.2.1管理者の割り当て
1. NXJ コン ト ロールセンタで、 Control Center Administration > Properties > 

Administrators を選択します。

2. 管理者にするユーザの以下を入力します。

Group
Location
UserName

3. Submit をク リ ッ クします。

NXJ コン ト ロールセンタは、 管理者と してユーザを割り当てます。

5.2.2 配備担当者の割り当て

1. NXJ コン ト ロールセンタで、 Control Center Administration > Properties > 
Administrators を選択します。

2. 配備担当者にするユーザの以下を入力します。

Group
Location
UserName

3. Submit をク リ ッ クします。

NXJ コン ト ロールセンタは、 配備担当者と してユーザを割り当てます。

5.2.3 NXJ コン ト ロールセンタのデフォルト  
NXJ コン ト ロールセンタのデフォルトの組織、 匿名ユーザ、 システムユーザを設定する
ために、 Control Center Properties - General ページを使用します。

デフォルトの組織は、 ログインページ上に表示される組織を識別します。 匿名ユーザ

は、 ユーザプロフ ィールと NXJ コン ト ロールセンタが匿名ユーザに使用するセキュリ
テ ィ特権を識別します。 システムユーザは、 ユーザプロフ ィールと ActiveWorkflow ポ
リシーを呼び出す時に NXJ コン ト ロールセンタが使用するセキュリテ ィ特権を識別し
ます。

この情報はインス トール中の設定の間に、 Control Center Administration > 
Properties > General を選択して、 正しい情報を選択して Submit をク リ ッ クすること
で変更することができます。 アプリケーシ ョ ンサーバは、 変更を実施するために再起動
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しなければなりません。 組織を作成する情報については、 32 ページの 「組織の作成」

を参照して く ださい。 ユーザを作成する情報については、 36 ページの 「ユーザの作成」

を参照して く ださい。 

5.3 NXJ アプリケーシ ョ ンのセキュリテ ィ
NXJ アプリケーシ ョ ンを保護するために、 組織、 グループ、 ユーザとその他の情報を作
成して管理するには、 ActiveSecurity Administrator を使用します。 Control Center メ
ニューの下の ActiveSecurity Administrator をク リ ッ クして、 ActiveSecurity 
Administrator にアクセスします。 NXJ アプリケーシ ョ ンのセキュリテ ィ を設定するに
は、 NXJ コン ト ロールセンタの管理者でなければなりません。 NXJ コン ト ロールセン
タの管理者についての詳細は、 前のセクシ ョ ンを参照して く ださい。 ActiveSecurity 
Administrator についての詳細は、 オンラインヘルプを参照して く ださい。

ActiveSecurity Administratorが様々な機能を持っている一方で、 管理者は以下の属性を
管理することになります。

• Organizations

• Groups

• User Attributes

• Locations

• Users

5.3.1 セキュリテ ィデータ関係

以下は、 前のセクシ ョ ンでカバーされるセキュリテ ィデータの関係と、 その関係がどの

ように特定フォームへのアクセス権を確立するのかを図示しています。

この例では、 Doreen Austinは、 組織の Courier事務所の Sales マネージャです。 組織
は、 ActiveForms デザイナで定義されたロールにより制限される Customer List と  
Employee Listの 2 つのフォームを持っています。

配備時に組織の NXJ管理者は、 ロールをグループ、 従業員の状態、 配置情報と関連す
ることで、 ロールのルールを作成します。 この関連は、 最終的に Doreenが受け取るア
クセス権 （彼女が Managementの EmployeeStatus を持っているので、 Manage ロール
の割り当てられたフォームにのみアクセスできる） を定義します。
30 © Copyright 2005 Unify Corporation



セキュリテ ィ
5.3.2 組織

組織は、 実在の代理店と企業を象徴します。 組織は、 ユーザを識別して、 組織が使用す
る NXJ アプリケーシ ョ ンへのアクセスユーザを確立するために役立つユーザ、 グルー
プ、 ロケーシ ョ ン、 その他の情報を含みます。

NXJのデフォルトのセキュリテ ィ設定では、 1 つのデフォルト組織を含んでいます。 複
雑な組織構造を形成するために、 追加の組織を作成することができます。

ActiveSecurity Administratorは、 Administration > Member Organizations ですべての組
織を表示します。 Member Organization List で名前をクリ ッ クして、 組織を編集しま
す。 Actionsの下にある Delete Organization ( ) をク リ ッ クして、 組織を削除しま
す。 デフォルト組織は削除できません。
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5.3.2.1 組織の作成

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Member Organizations を選択
します。

2. Add Organization をク リ ッ クします。

デフォルト組織に組織を追加するためにリンクをク リ ッ クするか、 子供の組織 （親
と子の組織についての詳細は、 32 ページの 「複雑な組織構造の作成」 を参照して く
ださい。） を加えるために既存の組織の Actionsの下の  をク リ ッ クします。 

3. * で示される必須情報を入力します。

組織のエイリアスはユニークでなければなりません。 組織に少な く とも一人の管理
者がいなければならないことに注意して下さい。 すべてのユーザは、 組織の管理者
として指定することができます （詳細については、 36 ページの 「ユーザ」 を参照し
て く ださい）。 

4. すべての追加情報を入力して、 Next をク リ ッ クします。

5. すべての情報が正しいことを確認します。

6. Finish をク リ ッ クします。

NXJは組織を追加します。

5.3.2.2 組織ビューの変更

ActiveSecurity Administratorは、 1 つの組織のビューを提供します。 アクセス権に応じ
て、 あらゆる Member Organizations ページの右上近くの Organization リンクをク
リ ッ クすると、 異なる組織ビューに切り替わることができます。 見ることができる各組
織を一覧するポップアップが表示されます。 必要な組織をクリ ッ クします。

5.3.2.3 複雑な組織構造の作成

デフォルトで、 NXJは組織階層のために Root レベルでデフォルト組織を使用します。
Member Organizations ページの Add Organization リンクを使用して組織を作成すると
き、 NXJはデフォルト組織の子供と して新しい組織を追加します。

プロモーシ ョ ンを使って、 階層 （親子関係） の追加レベルを確立すること します。 例え

ば、 会社のメジャーな部門を表す Commercial組織を作成すると します。 Commercial
を親に指定した後に、 事業部内の部を表わす Sales、 Service、 Managementの子供組
織を作成できます。

組織を親に指定するには、 Member Organization Listの Promote リンクをク リ ッ クし
ます。 NXJは、 組織の管理者を定義するために使用する Promote Organization to 
Provider ページを表示します。 組織を親に指定した後、 Add Organization ボタン ( ) 
が、 組織の Actionsの下に表示されます。 子供組織を追加するために、 これをク リ ッ ク
します。
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5.3.3 グループ

グループは組織内のユーザのカテゴリです。 アプリケーシ ョ ンのために確立された環境
変数や、 配備中のユーザアクセスを決定するために、 グループを使用します。 複雑な階

層を形成するために、 複数のグループを作成することができます。 グループは、 グルー

プが定義された組織内でのみユーザと関連付けることができます。 ユーザは、 1 つのグ
ループにのみ属することができます。

ActiveSecurity Administratorは、Administration > Organization Administration > Groups 
で、 すべてのグループを表示します。 Group Listの名前をクリ ッ クして、 グループを編
集します。 Actionsの下の Delete Group ( ) をク リ ッ クしてグループを削除します。
ユーザと関連付けられているグループを削除することはできません。

5.3.3.1 グループの作成

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Organization Administration 
> Groups を選択します。

2. Add Group をク リ ッ クします。

3. * で示されるすべての必須情報を入力します。

4. すべての追加の情報を入力します。

5. Save をク リ ッ クします。

NXJは、 グループを追加します。

5.3.3.2 Users を Groupに移動する

ActiveSecurity Administratorは、 2 つの方法でユーザが関連するグループを変更するこ
とを許可します。 各ユーザのプロフ ィール （詳細については、 36 ページの 「ユーザプ

ロフ ィール」 を参照） を開いて、 Details タブで記録されるグループ情報を変更するこ
とができます。 

また、 複数のユーザを異なるグループに移動することもできます。

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Organization Administration 
> Groups を選択します。

2. Move Users をク リ ッ クします。

3. Move users from リス トボッ クスからユーザを外したいグループを選択します。

4. Move users to リス トボッ クスからユーザを移動したいグループを選択します。

5. 移動するユーザを選択します。

6. 選択されたユーザを移動する方法によって、 Add または Remove をク リ ッ クしま
す。

7. Save をク リ ッ クします。

NXJは、 ユーザを再設定します。 警告ボックスが、 アプリケーシ ョ ンに与える影響
を説明しますので、 そこで OK をク リ ッ クします。
33© Copyright 2005 Unify Corporation



セキュリテ ィ
5.3.4 ロケーシ ョ ン

ロケーシ ョ ンは、 ユーザに関する追加情報を提供するために、 ビル、 階または複合施設
の組織内で場所を定義します。 ロケーシ ョ ンを使用して、 アプリケーシ ョ ンのために設

定された環境変数を決定したり、 アクセス権を設定したり します。 NXJのデフォルトの
セキュリテ ィ設定では、 Default と名付けられた 1 つのデフォルト ロケーシ ョ ンを含ん
でいます。 追加のロケーシ ョ ンを作成することができます。

ActiveSecurity Administratorは、 Administration > Organization Administration > 
Locations で、 すべてのロケーシ ョ ンを表示します。 Location リス トで名前をクリ ッ ク
して、 ロケーシ ョ ンを編集します。 Actionsの下の Delete Location ( ) をク リ ッ クし
て、 ロケーシ ョ ンを削除します。 ユーザに関連付けられたロケーシ ョ ンは削除すること

はできません。

5.3.4.1 ロケーシ ョ ンの作成

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Organization Administration 
> Locations を選択します。

2. Add Location をク リ ッ クします。

3. * で示されるすべての必須情報を入力します。

4. すべての追加の情報を入力します。

5. Save をク リ ッ クします。

NXJは、 ロケーシ ョ ンを追加します。

5.3.5 ユーザ属性

ユーザ属性は、 ユーザが特定のリソースにアクセスするかどうかを決定する基準に使用
されます。 例えば、 ユーザが PM シフ トで勤務している場合は、 Client List フォームへ
のアクセスを許可すると します。 シフ ト と呼ばれるユーザ属性を作成して、 それに AM
と PMの値を与えることによって、 これを行う ことができます。 次に、 各ユーザにユー
ザ属性と値を割り当てます。 配備で、 シフ トユーザ属性の PM値を持つユーザと、
Client List フォームにアクセスするロールに一致したロールルールを作成できます。

ユーザ属性は、 一般的に Default （root） 組織で作成されて、 属性名と可能な値の一覧を
持っています。 ユーザのユーザ属性を設定するとき、 1 つ以上の値を指定します。

Default以外の組織で、 ユーザ属性を作成することができます。 そうすると、 属性は、
組織とその子供だけに利用可能となります。

ActiveSecurity Administratorは、 dministration > Users > User Attributes で、 すべての
ユーザ属性を表示します。 User Attribute List で名前をクリ ッ クして、 ユーザ属性を編
集します。 Actionsの下の Delete Attribute ( ) をク リ ッ クして、 ユーザ属性を削除し
ます。
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5.3.5.1 ユーザ属性の作成

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Users > User Attributes をク
リ ッ クします。

2. Attribute Listの Field Name列で、 Add Attribute をク リ ッ クします。

User Attribute Detail ページが表示されます。

3. * で示されるすべての必須情報を入力します。

New Value link Under Field Type をク リ ッ クして、 名前を入力して、 Save をク
リ ッ クすることで、 ユーザ属性の値リス ト を定義することもできます。 ユーザ属性
の階層を作成するために、 このポップアップを使用することもできます。

4. Save をク リ ッ クします。

NXJは、 ユーザ属性を追加して、 User Attribute List で表示します。

5.3.5.2 ユーザ属性の階層を作成

ユーザ属性の階層を作成することができます。 例えば、 シフ トユーザ属性を作成して、

AM、 PM、 スイング子供属性があることを示すことができます。 新しいユーザ属性を作
成するとき、 階層を作成します。 基本的な構文は、 ラベルを定義して、 以下のようにラ

ベルの子供属性と値を示します。

label<<child=value

アンパサンド （&） でそれぞれの子供を分離することで、 複数の子供属性を追加するこ
とができます。 前述のシフ トユーザ属性を記述すると以下のようになります。

shift<<AM&PM&swing=shift

この文は、 "Shiftは AM、 PM とスイング子供属性を含む " というよ うに読めます。

5.3.5.3 ユーザ属性の値の設定

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Users > User Management を
選択します。

2. 必要なユーザの名前もし くは姓名をク リ ッ クします。

User Profile ページが表示されます。

3. Extended Profile タブで、 設定するユーザ属性の値を選択します。

4. Save & Exit をク リ ッ クします。

NXJは、 ユーザをユーザ属性に関連付けて、 User Management ページに戻ります。
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5.3.6 ユーザ

ユーザは、 NXJ コン ト ロールセンタあるいは NXJ アプリケーシ ョ ンにアクセスするこ
とができる組織内に存在します。 ユーザは、 組織内で定義された 1 つのグループとロ
ケーシ ョ ンに関連付けられなければなりません。

ユーザは、 ActiveSecurity Administrator内の 3 つのロール （エンドユーザ、 組織管理

者、 プロバイダ管理者） の内の 1 つを持たなければなりません。 エンドユーザは、 ユー
ザには管理上の権限が無いことを示して、 パスワード等の独自のユーザプロフ ィールの

特定の情報の変更だけができます。 すべての新しいユーザは、 デフォルトでこのロール

を持っています。 組織管理者は、 1 つの組織だけに管理上の権限を持ちます。 プロバイ
ダ管理者は、 組織とその子供組織に管理上の権限を持ちます。 これらの管理者ロール

は、 ActiveSecurity Administrator内だけで適用されることに注意して く ださい。 コン ト
ロールセンタの管理者とは関係ありません。

ActiveSecurity Administratorは、 Administration > Users > User Management で、 すべ
てのユーザを表示します。 ユーザのプロフ ィール情報 （36 ページの 「ユーザプロ

フ ィール」 を参照） を編集することができ、 Actionsの下の Delete User ( ) をク リ ッ
クしてユーザを削除することができます。 

5.3.6.1 ユーザの作成

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Users > User Management を
選択します。

2. Add User をク リ ッ クします。

3. * で示されるすべての必須情報を入力します。

4. Save をク リ ッ クします。

NXJは、 入力した情報の概要を表示します。 ユーザのプロフ ィール （詳細について
は、 36 ページの 「ユーザプロフ ィール」 を参照） で追加の情報を記録するために、
Add More User Information をク リ ッ クします。 Cancel をク リ ッ クすると、 User 
Management ページに戻ります。

5.3.6.2 ユーザプロフ ィール

Administration > Users > User Management を選択して、 必要なユーザの Last 
Name または First Name のどちらかをクリ ッ クして、 ユーザプロフ ィールを編集しま
す。 NXJは、 以下のタブを含む User Profile ページを表示します。

• Details
名前、 社会保障番号、 従業員番号、 その他の一般的な情報。

• Security
パスワード とユーザ名の情報。

• Access
コン ト ロールセンタのロール、 有効な日付、 その他のアクセス情報。 ユーザを
管理者にするために、 このタブを使用します。

• Address
一時的または代わりのメールアドレス。
36 © Copyright 2005 Unify Corporation



セキュリテ ィ
• Extend Profile
ユーザと関連するユーザ属性 （34 ページの 「ユーザ属性」 を参照）。 

タブ上で変更した後、 Save をク リ ッ クします。 また、 保存して User Management
ページに戻るために、 Save and Exit をク リ ッ クすることもできます。

5.3.6.3 ユーザを組織の管理者にする

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Users > User Management を
選択します。

2. 管理者にするユーザの名前もし くは姓名をク リ ッ クします。

User Profile ページが表示します。

3. Access タブで、 User Role リス トボッ クスから Organization Administrator または
Provider Administratorのどちらかを選択します。

4. Save and Exit をク リ ッ クします。

NXJは、 ユーザのロールを変更して、 User Management ページに戻ります。

5.3.6.4 ユーザ名またはパスワードの変更

1. ActiveSecurity Administrator で、 Administration > Users > User Management を
選択します。

2. 必要なユーザの名前または姓名をクリ ッ クします。

User Profile ページが表示します。

3. Security タブで、 新しいユーザ名またはパスワードを入力します。

4. Save and Exit をク リ ッ クします。

NXJは、 ユーザのロールを変更して、 User Management ページに戻ります。

5.3.7 リソース、 セキュリテ ィ項目、 ロール

リソースは、 フォーム、 レポート、 static content フォルダ等、 保護されることができる
NXJ アプリケーシ ョ ンのコンポーネン トです。 各リソースには、 リソースとその機能へ
のアクセスを制限するために使用される 1組のセキュリテ ィ項目があります。 例えば、
フォームリソースには、 それにアクセスするためのセキュリテ ィ項目と、 ADD、
DELETE、 FIND、 UPDATE コマンドのセキュリテ ィ項目があります。

デフォルトで、 リ ソースのセキュリテ ィ項目は、 どんなユーザでもアクセスできる無制

限アクセスに設定されています。 一般的に、 NXJ開発者はロールを定義して、
ActiveForms デザイナで、 セキュリテ ィ項目にこれらのロールを割り当てます。 ロール
は、 リ ソースにアクセスするユーザのグループを表します。 セキュリテ ィ項目に割り当

てられたロールは、 ロールリス ト を作成します。 NXJは、 アプリケーシ ョ ンパッケージ
にすべてのロールとロールリス ト を含んでいます。
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5.3.7.1 アプリケーシ ョ ンセキュリテ ィマネージャ

Application Security Manager （下図） は、 すべての配備されたアプリケーシ ョ ンパッ
ケージのロール割り当てを見て、 ロールを割り当てる開発者が利用する単純化された

Web ベースのツールです。 配備されたアプリケーシ ョ ンパッケージの Security をク
リ ッ クして、 NXJ コン ト ロールセンタの Application Packages ページから Application 
Security Manager にアクセスします。 Application Security Manager には、 ブラウザパ
ネルとコンテン トパネルがあります。

ブラウザパネルは、 NXJ アプリケーシ ョ ンを表すアプリケーシ ョ ンルート ノードでツ
リーを含みます。 これを使用して、 アプリケーシ ョ ンパッケージからリソースをブラウ

ズして選択します。 保護されるリソースのみが表示されます。 フォーム、 データビュー

またはボッ クス内に含まれるボックスとデータビューは、 子供エン ト リ と して表示され

ます。 リソースをクリ ッ クするとき、 セキュリテ ィ項目は、 コンテン トパネルに表示さ

れます。

注 : 開発者は、 一般的に既にセキュリテ ィ項目に割り当てたロールを
持っています。 Application Security Managerは、 配備する前にこれ
らの割り当てを変更する方法を提供します。 変更が Application 
Security Manager でロールリス トに行われた場合、 開発者が次に
ActiveFormsデザイナからセキュリテ ィの設定を行う タイ ミ ングで、
ActiveFormsデザイナは、 開発者に変更をプロジェク トに反映する
ようにプロンプ ト します。

配備の間、 NXJは、 ロケーシ ョ ンまたはユーザ属性等のユーザプロフ ィールの情報に基
づいて、 ユーザに各ロールをマップするようにプロンプ ト します。 例えば、 NXJ アプリ
ケーシ ョ ンが、 Service ロールを Customer List フォームに割り当てて、 配備でロール
を Customer Service ジ ョ ブタイ トルにマップすると、 Customer Service ジ ョ ブタイ ト
ルを持つすべてのユーザは、 Customer List フォームにアクセスすることができます。

配備中のロールのマッピングについての詳細は、 15 ページの 「NXJ アプリケーシ ョ ン」
を参照して く ださい。 
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5.3.7.2 セキュリテ ィの継承

明示的にロールが項目に割り当てられない限り、 Application ノードの Access セキュリ
テ ィ項目のロールリス トが、 プロジェク ト内のあらゆるセキュリテ ィ項目に継承されま

す。 明示的にロールがプロジェク トのセキュリテ ィ項目に割り当てられなかった場合、

Application ノードの Add、 Delete、 Find、 Update セキュリテ ィ項目のロールリス トが、
プロジェク ト を通して Access ロールリス ト をオーバライ ド して、 適切なコマンドに継
承されます。

5.3.7.3 セキュリテ ィ項目へのロールの割り当て

1. NXJ Control Center で、 Application Packages をク リ ッ クします。

2. 必要なアプリケーシ ョ ンの Security をク リ ッ クします。

Application Security Managerが表示されます。

3. Browserパネルで、 必要なリソースをブラウズしてクリ ッ クします。

4. Contentパネルで、 必要なセキュリテ ィ項目の Choose をク リ ッ クします。

5. ロールが、 このセキュリテ ィ項目に含まれるべきであるか、 または除外されるべき
であるかを指定します。

6. OK をク リ ッ クします。

7. ロールの割り当てを終了する場合、 OK をク リ ッ クします。

NXJはアプリケーシ ョ ンのロールを更新して、 Security Manager を閉じて
Application Packages に戻ります。 

5.3.8 ロールルール

ロールルールは、 ユーザの位置またはユーザ属性の値のように、 ActiveSecurity 
Administrator で定義されたアプリケーシ ョ ンパッケージとセキュリテ ィデータにおける
ロールの間の関連付けをすることで、 ユーザアクセスを決定します。 ロールルールの設

定についての詳細は、 16 ページの 「アプリケーシ ョ ンパッケージの配備」 を参照して

下さい。 

1 つのロールに複数のルールを使用する場合、 NXJはルール内の基準のどれかを満たす
ユーザにアクセス権を与えます。 例えば、 Sales ロールに対して以下のルールを与えま
す。

• Group = Commercial Division

• Group = Residential Division

• Location = East Coast

Commercial Division グループ、 Residential Division グループまたは East Coast 
Locationのいづれかを持つすべてのユーザは、 Sales ロールを持つフォームへのアクセ
スを認められます。
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5.3.9 NXJ アプリケーシ ョ ンの
セキュリテ ィ設定の概要

セキュリテ ィは、 ActiveForms デザイナで作業している開発者と、 NXJ コン ト ロールセ
ンタ と ActiveSecurity Administratorの両方で作業している管理者によって設定されま
す。 以下は、 セキュリテ ィの設定を完了するために必要な一般的な手順の簡単な概要で

す。

• 組織の設定

• 組織にユーザを追加

• NXJ アプリケーシ ョ ンの作成

• NXJ アプリケーシ ョ ンの配備

5.3.9.1 組織の設定

NXJ管理者は、 ユーザ属性、 ロケーシ ョ ン、 グループ等ユーザに関連付けられる情報の
様々な部分を定義するために、 ActiveSecurity Administrator を使用します。

1. 追加の組織を作成 （32 ページの 「組織の作成」 を参照）。 

2. 各組織のグループを作成 （33 ページの 「グループの作成」 を参照）。

3. 各組織のロケーシ ョ ンを作成 （34 ページの 「ロケーシ ョ ンの作成」 を参照）。 

4. 各組織のユーザ属性を作成 （35 ページの 「ユーザ属性の作成」 を参照）。 

組織には、 定義できるその他の様々な情報があることに注意して く ださい。 前のステッ

プは、 単にセキュリテ ィで使用される最も一般的な項目についての概要を述べていま

す。

5.3.9.2 組織にユーザを追加

NXJ管理者は、 ユーザを作成 （36 ページの 「ユーザの作成」 参照） して、 ユーザプロ

フ ィール （36 ページの 「ユーザプロフ ィール」 参照） に記入するために、

ActiveSecurity Administrator を使用します。 複数の組織または複数の管理者が組織に対
して責任がある場合、 組織全体の管理者 （37 ページの 「ユーザを組織の管理者にする」

を参照） を追加にすることができます。 

5.3.9.3 NXJ アプリケーシ ョ ンの作成

NXJ アプリケーシ ョ ン開発者は、 ActiveForms デザイナを使用して、 アプリケーシ ョ ン
を保護するために使用されるロールの定義と、 保護したいフォームおよびその機能とこ

れらのロールの関連付けを行います。 ActiveForms でのセキュリテ ィについての詳細
は、 『NXJ開発者ガイ ド』 の 「セキュリテ ィ」 セクシ ョ ンを参照して下さい。

5.3.9.4 アプリケーシ ョ ンの配備

NXJ管理者と配備担当者は、 ActiveSecurity Administrator で設定される組織情報と、
ActiveForms デザイナで定義されたロールを使用して、 そのユーザがアプリケーシ ョ ン
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のフォームと機能にアクセスできるかを決定します。 ActiveForms デザイナからアプリ
ケーシ ョ ンを配備することが可能ですが、 代わりに NXJ コン ト ロールセンタを使用す
る必要があります。 アプリケーシ ョ ンの配備についての詳細は、 15 ページの 「NXJ ア
プリケーシ ョ ン」 を参照して く ださい。 
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6 データソース定義

データソース定義は、 DataSource オブジェク ト を示し、 それはデータベース等の特定
のデータソースへの物理接続を表しています。 アプリケーシ ョ ンサーバがデータソース

定義を持っていない場合は、 NXJ アプリケーシ ョ ンを配備することはできません。

開発環境のアプリケーシ ョ ンサーバは、 ActiveForms デザイナで自動的に作成される
データソース定義を使用します。 実行環境が、 開発環境において使用される同じアプリ

ケーシ ョ ンサーバインスタンスを使用する場合は、 新しいデータソース定義を作成する

必要はありません。 実行環境が異なるアプリケーシ ョ ンサーバを使用する場合は、 その

サーバ上に新しいデータソース定義を作成しなければなりません。

このセクシ ョ ンは、 以下のアプリケーシ ョ ンサーバ上でデータソース定義を作成するた

めのガイ ド ラインを提供します。

• BEA WebLogic アプリケーシ ョ ンサーバ

• IBM WebSphere アプリケーシ ョ ンサーバ

• JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ

• Oracle 10g アプリケーシ ョ ンサーバ

6.1 BEA WebLogic アプリケーシ ョ ンサーバ
Unify NXJ の使用に対する動作保証された BEA WebLogicのバージ ョ ンについては、
『Unify NXJがサポートする構成』 を参照して く ださい。

1. 該当する JDBC ド ライバファイル （.zip または .jar） を含めるように、 BEA 
WebLogic CLASSPATH を更新します。
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CLASSPATHは、 BEA WebLogic デフォルトサーバを起動するスクリプ トに定義さ
れています。 このスクリプ トは BEA WebLogic で提供されます。 Windows では 
“startWLS.cmd” 、 UNIX では “startWLS.sh” がこのスクリプ トに該当し、 BEA 
WebLogic インス トールディ レク ト リに格納されています。 デフォルトでは
“weblogic81” です

注 : Oracle JDBC ド ライバを使用する場合は、 CLASSPATH定義文
の先頭に .jar ファイルを追加して、 WebLogicが提供する
Oracle .jar ファイルを使用しないようにします。 日本語環境を
利用する場合は、 nls_charset12.zip も CLASSPATH に追加する
必要があります。 

2. アプリケーシ ョ ンに必要なデータソースの JDBC Connection Pool を新し く構成し
ます。

a. BEA WebLogic デフォルトサーバを起動します。

これは NXJ コン ト ロールセンタが配備されたサーバです。 通常、 Unify NXJ を
インス トールすると NXJ コン ト ロールセンタが配備されます。

サーバを起動させる方法はい くつかあります。 ”startWebLogic”や
”startManagedWebLogic”のスクリプ ト を実行します。 あるいはWindowsの場
合、 スタート > プログラム > WebLogic > Start Default Server を選択します。

b. BEA WebLogic Server Console にて、Services > JDBC > Connection Pools 
を選択します。

c. Configure a new JDBC Connection Pool をク リ ッ クします。
d. Generalパネルで、 データベースタイプに関するフ ィールドエン ト リの値を入
力します。

データベース
タイプ フ ィールド名 フ ィールドエン ト リ

IBM DB2 Name <pool name>

URL jdbc:db2:<database name>

Driver Classname COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver

Properties <user-name>

ACLName ブランクのまま

Password <password> 

Open String 
Password

ブランクのまま

IBM Informix Name <pool name>

URL jdbc:informix-sqli://<host>:<port>/<database 
name>: INFORMIXSERVER=<database server 
name>
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号 ; <database server name>= データ
ベースサーバ名

Driver Classname com.informix.jdbc.IfxDriver

Properties user=<user>

ACLName ブランクのまま
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Password <password>

Open String 
Password

ブランクのまま

MS SQL 
Server 2000

Name <pool name>

URL jdbc:jtds:sqlserver://<host>:<port>
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号

Driver Classname net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

Properties user=<user>

ACLName ブランクのまま

Password <password>

Open String 
Password

ブランクのまま

MySQL Name <pool name>

URL jdbc:mysql://<host>:<port>/<dbname>
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号 ; <dbname>= データベース名

Driver Classname com.mysql.jdbc.Driver

Properties user = <user >

ACL Name ブランクのまま

Password <password>

Oracle Name <pool name>

URL jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号 ; <sid> = データベース SID

Driver Classname oracle.jdbc.driver.OracleDriver

Properties user=<user>

ACLName ブランクのまま

Password <password> 

Open String 
Password

ブランクのまま

Sybase Name <pool name>

URL jdbc:sybase:Tds:<host>:<port> 
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号

Driver Classname com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver

Properties user=<user>

ACLName ブランクのまま

Password <password>

データベース
タイプ フ ィールド名 フ ィールドエン ト リ
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e. 作成 をク リ ッ クします。

接続プールが作成されます。

f. DataServerの場合、 以下の方法でプロパテ ィ を設定します。
i. 接続タブを開きます。

ii. Prepared Statement Cache Size プロパテ ィ を 0 に設定します。
iii. 適用 をク リ ッ クします。

g. ターゲッ ト タブで、 適切なサーバ名を選択された列に移動します。

デフォルトのサーバ名は “default” です。

h. 適用 をク リ ッ クします。

3. 接続プールの JDBCデータソース定義を作成します。
a. Services > JDBC > Tx Data Sources を選択します。

b. “新しい JDBC Tx Data Sourceのコンフ ィグレーシ ョ ン ” をク リ ッ クします。

c. コンフ ィグレーシ ョ ンタブで、 以下のように入力します。

Name: <data source name>
JNDI Name: <data source name>
Pool Name: <pool name>

その他の設定はデフォルトのままにしておきます。

d. 作成 をク リ ッ クします。

e. ターゲッ ト タブで、 適切なサーバを選択フ ィールドに移します

f. 適用 をク リ ッ クします。

以上でデータソース定義が作成されました。 サーバを再起動します。 

Open String 
Password

ブランクのまま

Unify 
DataServer

Name <pool name>

URL jdbc:simba:<host>:<port>/<DSN> 
説明 : <host>= ホス ト名 ; <port>= データベース
ポート番号 ; <DSN>= データソース名

Driver Classname simba.jdbc.SimbaDriver

Properties user=<user>

ACL Name ブランクのまま

Password <password>

Open String 
Password

ブランクのまま

データベース
タイプ フ ィールド名 フ ィールドエン ト リ
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6.2 IBM WebSphere アプリケーシ ョ ンサーバ
この章では、 IBM WebSphere アプリケーシ ョ ンサーバに関しての手順を示します。
Unify NXJの使用に対する動作保証された IBM Websphereのバージ ョ ンについては、
『Unify NXJがサポートする構成』 を参照して く ださい。

1. WebSphere Application Server Administrative Console を開きます。

データソースは NXJ コン ト ロールセンタを配備するホス ト上に作成する必要があり
ます。

また、 データソースにアクセス可能なユーザエイリアスのリス ト を指定する必要が
あります。

2. データベースに J2C認証データエン ト リを作成します。
a. Security > JAAS Configuration > J2C Authentication Data を選択します。

b. New をク リ ッ クします。

c. 新規エン ト リの General プロパテ ィで以下の情報を入力し、 OK をク リ ッ クし
ます。

Alias: NXJCCDS
User ID: <username>
Password: <password>

<username>/<password> には、 コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リテーブルを
持つデータベースへログインする際に使用するユーザ名 /パスワードを指定します。

これにより、 <node>/NXJCCDS というエン ト リが作成されます。 <node>は
WebSphereサーバのノードです （通常、 ホス ト名です）。

3. データソースを作成します。

データソース NXJCCDSはコン ト ロールセンタデータ リポジ ト リテーブルにアクセ
スします。

Oracle データベースの設定

a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Resources > JDBC Providers を選択します。

b. New をク リ ッ クします。

c. JDBC Providers ドロップダウンリス トから User-defined JDBC Driver を選
択し、 OK をク リ ッ クします。

d. 新しい JDBC Providerの General プロパテ ィ  テーブルへ以下の情報を入力し、
OK をク リ ッ クします。
Name: JdbcOraWrapper
Description: JDBC provider for the NXJ Control Center Data Repository 
running on Oracle.
Classpath: ${UNIFY_HOME}/lib/jdbcDrivers/ojdbc14.jar

${UNIFY_HOME}/lib/jdbcDrivers/JdbcOraWrapper.jar 
Implementation Classname: JdbcOraWrapperConnectionPoolDataSource 
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${UNIFY_HOME}は NXJがインス トールされたディ レク ト リを表します。 また
は、 WebSphere変数 （UNIFY_HOME） を NXJのインス トールディ レク ト リ
を指すよう作成すると、 上記のように指定することも可能です。 WebSphere 
Administrative Console では、 クラスパスの各項目は改行によって区切ることが
できます。

e. JdbcOraWrapper をク リ ッ クします。
f. Data Sources をク リ ッ クします。
g. New をク リ ッ クします。

h. データソースの General プロパテ ィテーブルに以下の情報を入力し、 OK をク
リ ッ クします。

Name: NXJCCDS
JNDI Name: NXJCCDS
Database Helper Classname: 
com.ibm.Websphere.rsadapter.OracleDataStoreHelper
Component-managed Authentication Alias: <node>/NXJCCDS
Container-managed Authentication Alias: <node>/NXJCCDS

i. NXJCCDS をク リ ッ クします。

j. Custom Properties をク リ ッ クします。

k. New をク リ ッ クします。

l. General プロパテ ィ  テーブルに以下の情報を入力し、 OK をク リ ッ クします。
Name: URL
Value: jdbc:oracle:thin:@<hostname>:<port>:<sid>
<hostname> はデータベースのホス ト名です。 <port> はデータベースのポート
番号です （Oracle では通常 1521）。 <sid>はデータベースの SID です。

Microsoft SQL Server データベースの設定

a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Resources > JDBC Providers を選択します。

b. New をク リ ッ クします。

c. JDBC Providers ドロップダウンリス トから Microsoft JDBC driver for 
MSSQLServer 2000 を選択し、 OK をク リ ッ クします。

d. JDBC Providerの General プロパテ ィテーブルへ以下の情報を入力し、 OK を
ク リ ッ クします。

Classpath プロパテ ィは MSSQLSERVER_JDBC_DRIVER_PATH （WebSphere
変数） を参照しています。 このプロバイダでデータソースを使用するには、
Environment -> Manage WebSphere Variables を選択し、 Microsoft ド ライバを
含むディ レク ト リを指定します。 または、 Classpath プロパテ ィに jar ファイル
への絶対パスを用いて指定します。

e. Microsoft JDBC driver for MSSQLServer 2000 をク リ ッ クします。

f. Data Sources をク リ ッ クします。

g. New をク リ ッ クします。

h. データソースの General プロパテ ィテーブルに以下の情報を入力し、 OK をク
リ ッ クします。
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Name: NXJCCDS
JNDI Name: NXJCCDS 
Component-managed Authentication Alias: <node>/NXJCCDS server
（Value フ ィールドに入力します）

データベースが 1433以外のポート を使用している場合、 portNumber リンクを
ク リ ッ クし、 ポート番号を Value フ ィールドに指定し、 OK をク リ ッ クします。

4. Resouces グループで JDBC Prividers をク リ ッ クします。

JDBC Providers ページが表示されます。

5. New をク リ ッ クします。

Configuration情報が表示されます。

6. General プロパテ ィのドロップダウンリス トから作成する JDBC Providerのタイプ
を選択して、 ApplyClick ボタンを押下します。

以下の表は、 Unify NXJ によってサポート される様々なデータベースのタイプを示
しています。 残りの General プロパテ ィは、 JDBC プロバイダのタイプに基づいて
表示されます。 以下の表は、 Unify NXJ での使用において動作保証された各データ
ベースに対する推奨されるプロパテ ィの値を記述しています。

プロバイダ
フ ィールド
ラベル フ ィールドエン ト リ

DB2 Universal 
JDBC provider

Scope データソースが適用されるノードの名前を指定します。 

(Type 4) Name DB2 Universal JDBC Driver Provider

Description DB2 Universal JDBC Driver-compliant Provider

Classpath ${DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/db2jcc.jar
${UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/
db2jcc_license_cu.jar
${DB2UNIVERSAL_JDBC_DRIVER_PATH}/
db2jcc_license_cisuz.jar

Native 
Library Path

( ブランク )

Implementati
on 
Classname

com.ibm.db2.jcc.DB2ConnectionPoolDataSource

DB2 Legacy JDBC 
provider

Scope データソースが適用されるノードの名前を指定します。

(Type 2) Name DB2 Legacy CLI-based Type 2 JDBC Driver

Description DB2 JDBC2-compliant Provider

Classpath ${DB2_JDBC_DRIVER_PATH}/db2java.zip

Native 
Library Path

( ブランク )

Implementati
on 
Classname

COM.ibm.db2.jdbc.DB2ConnectionPoolDataSource

Informix このリ リースではサポート されていません。
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7. Apply をク リ ッ クします。

8. JDBC Providers ページで、 Additional プロパテ ィの下の Data Sources をク リ ッ
クします。

Data Sources ページがデータベースド ライバに表示されます。

9. Data Sources ページで New をク リ ッ クします。

リ ソースのユニークな名前を入力して、 それがまだクリアにされない場合は、
Container managed persistence チェ ッ クボッ クスをク リアにします。

Component-managed Authentication Alias では、 実行時のデータベース認証のため
のエイリアスを入力します。

その他のフ ィールド値が、 生成されます。 

10. Apply をク リ ッ クします。

新し く追加されたデータソースの構成が表示されます。

11. Additinal プロパテ ィグループで、 Custom プロパテ ィ をク リ ッ クします。

MS SQL Server 
2000

このリ リースではサポート されていません。

MySQL このリ リースではサポート されていません。

Sybase JDBC Driver Scope データソースが適用されるノードを指定します。 

Name Sybase JDBC Driver

Description Sybase JDBC Driver

Classpath ${SYBASE_JDBC_DRIVER_PATH}/jconn2.jar

Native 
Library Path

（ブランク）

Implementati
on 
Classname

com.sybase.jdbc2.jdbc.SybConnectionPoolDataSource

Oracle JDBC Driver Scope データソースが適用されるノードを指定します。 

Name Oracle JDBC Driver

Description Oracle JDBC Driver

Classpath ${ORACLE_JDBC_DRIVER_PATH}/ojdbc14.jar

Native 
Library Path

（ブランク）

Implementati
on 
Classname

oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource

Unify DataServer このリ リースではサポート されていません。

プロバイダ
フ ィールド
ラベル フ ィールドエン ト リ
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12. 以下の表で要約されるように、 データベースのプロパテ ィ を設定します。

13. Apply をク リ ッ クします。

14. データソース構成を保存します。

15. アプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。

6.3 JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ
JBoss アプリケーシ ョ ンサーバのデータソース定義を作成するには、 開発環境で使用さ
れるデータソース定義をコピーするか、 または新しいデータソース定義を作成します。

このセクシ ョ ンでは、 この 2 つの作業について記述しています。

• 既存の JBoss データソース定義をコピーする方法

• 新しい JBoss データソース定義を作成する方法

Unify NXJの使用に対する動作保証された JBossのバージ ョ ンについては、 『Unify NXJ
がサポートする構成』 を参照して く ださい。 

プロバイダ
タイプ フ ィールド ラベル フ ィールドエン ト リ

DB2 JDBC 
provider
(Type 4)

databaseName
serverName
portNumber

データベース名

サーバ名

ポート番号

DB2 JDBC 
provider
(Type 2)

databaseName データベース名

Informix JDBC 
Driver

このリ リースではサポート されていません。 

Sybase JDBC 
Driver

databaseName データベース名 

serverName データベースサーバ名

portNumber データベースサーバのポート

Oracle JDBC Thin 
Driver

URL データソースがコネクシ ョ ンを得るデータベー

ス。

MSSQL Server 
2000

このリ リースではサポート されていません。 

Unify DataServer このリ リースではサポート されていません。 
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6.3.1 タスク : 既存の JBossデータソース定義を
コピーする 

NXJ開発環境から実行環境に JBoss データソース定義をコピーするステップは、 以下
のとおりです。

1. データソース定義を含む XML フ ァイルの場所を指定します。

JBossは、 そのデータソース定義を XML ファイルに格納します。 ファイル名と
ディ レク ト リは以下のとおりです。

<UNIFY_WORK>\jboss\server\default\deploy\UnifyNXJ-<connection name>-
ds.XML.

例えば、 NXJ チュート リアルアプリケーシ ョ ンの場合、 以下のファイルがありま
す。

<C:\Unify\NXJWork\jboss\server\default\deploy\UnifyNXJ-tutorial-ds.xml

2. 実行環境に XML フ ァイルをコピーします。

ファイルは、 ステップ 1のように同じパスですが、 現在の実行環境に配置する必要
があります。 従って、 実行環境のホス トで以下のディ レク ト リにファイルを配置し
ます。

C:\Unify\NXJWork\jboss\server\default\deploy\<yourXMLfile>

3. 必要に応じて、 フ ァイルを編集します。

ユーザ名とパスワードを入力します。 あるいは、 異なる JDBC ド ライバが必要な場
合、 使用するアプリケーシ ョ ンサーバはここでド ライバを入れることができます。
接続名を変更しないで下さい。 例 : 

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

<local-tx-datasource>
<jndi-name>tutorial</jndi-name>
<connection-url>jdbc:csv:C:/Unify/NXJWork/projects/

tutorials/databases/inet/db</connection-url>
<driver-class>com.inet.csv.CsvDriver</driver-class> 
<user-name /> 
<password /> 

</local-tx-datasource>
</datasources>

4. JBoss インス トールディ レク ト リに JDBC ド ライバをコピーします。

NXJ インス トールは、 サポート される JDBC ド ライバのサブセッ トのみを含みま
す。 DBMS ド ライバが含まれるかどうかを確認するために、 『Unify NXJ開発者ガイ
ド』 の第 3章の 3.2 を確認して く ださい。 DBMS ド ライバが含まれていない場合、
それを取得します。

JDBC ド ライバの .zip あるいは .jar ファイルを以下にコピーします。

<JBossInstallDir>/server/<serverName>/lib
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説明 ： <JBossInstallDir>は、 JBossがインス トールされている場所で、
<serverName>は、 JBossサーバの名称です。

JDBC ド ライバをコピーする場所は、 『Unify NXJ開発者ガイ ド』 の第 3章の 「プロ
ジェ ク トの作成」 に記述されています。 

5. DB2 データベースを使用する場合は、 JBoss起動スクリプ ト を変更する必要があり
ます。 Windowsの場合は run.bat、 UNIXの場合は run.sh を変更して DB2 クラスパ
スを追加します。 

Windowsの run.bat では

set JBOSS_CLASSPATH=%JBOSS_CLASSPATH%;%JAVAC_JAR%;%RUNJAR%

の後に以下の行を追加します。

set JBOSS_CLASSPATH=%JBOSS_CLASSPATH%;<SQLLIB>/java/
db2java.zip

UNIXの run.sh では

JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dprogram.name=$PROGNAME"

の前に以下の行を追加します。

JBOSS_CLASSPATH=$JBOSS_CLASSPATH:<SQLLIB>/java/db2java.zip

説明 ： <SQLLIB>は、 DB2がインス トールされている場所です。

この作業の実行後、 サーバで JDBC ド ライバクラスが利用できるようにするために
JBossサーバを再起動します。

6.3.2 タスク : 新しいデータソース定義
XML ファイルを作成する

1. テキス トエディ タで -ds.xml ファイルを作成します。

以下のテンプレート をエディ タにコピーすることができます。 -ds.xml ファイルの
構文は以下のとおりです。

<datasources>
<local-tx-datasource>

<jndi-name>yourDataSourceName</jndi-name>
<connection-url>yourJdbcURL</connection-url>
<driver-class>yourJdbcDriverClass</driver-class>
<user-name>yourUserName</user-name>
<password>yourPassword</password>

</local-tx-datasource>
</datasources>

説明 :

yourDataSourceNameは、 データソースの名称です。
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yourJdbcURL は、 JDBC URL です （以下の表を参照）。

yourJdbcDriverClassは、 ド ライバのクラス名です （以下の表を参照）。

yourUserNameは、 接続の確立に使用するユーザです。

yourPasswordは、 接続の確立に使用するパスワードです。

2. サーバの deploy ディ レク ト リにそれをコピーすることで、 このファイルを配備し
ます。

<JBossInstallDir>/server/<serverName>/deploy

説明 :

<JBossInstallDir>は、 JBossがインス トールされている場所です。

<serverName>は、 JBossサーバの名称です。

データ
ベース名 ド ライバ URL

IBM DB2 COM.ibm.db2.jdbc.app.
DB2Driver

jdbc:db2:<database name>
説明 : <database name> = データベース ID

IBM 
Informix

com.informix.jdbc.IfxDrive
r

jdbc:informix-sqli:
//<host>:<port>/<database name>: 
INFORMIXSERVER=<database server name>
説明 : <host>= ホス ト名 ;
<port>= データベースポート番号
<database name>= データベース名
<database server name>= データサーバ名 

MS SQL 
Server 
2000

net.sourceforge.jtds.jdbc.
Driver

jdbc:jtds:sqlserver://<host>:<port>
説明 : <host> = ホス ト名
<port> = データベースポート番号 

MySQL com.mysql.jdbc.Driver
以下のサイ トから ド ライ

バをダウンロード して
<UNIFY_HOME>\lib\
jdbcDrivers\ にインス トー
ルする必要があります。 
http://www.mysql.com/
downloads/api-jdbc-
stable.html.

jdbc:mysql://<host>:<port>/<dbname>
説明 : <host>= ホスト名 ;
<port>= データベースポート番号 ;
<dbname>= データベース名

Oracle oracle.jdbc.driver.
OracleDriver

jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<SID>
説明 : <host> = ホス ト名
<port> = データベースポート番号
<SID> = データベース SID

Sybase com.sybase.jdbc2.
jdbc.SybDriver

jdbc:sybase:Tds:<host>:<port>
説明 : <host> = ホス ト名 
<port> = データベースポート番号 

Unify 
DataServe
r

simba.jdbc.SimbaDriver jdbc:simba:<host>:<port>/<DSN>
説明 : <host> = ホス ト名
<port> = データベースポート番号 
<DSN> = データソース名
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3. JBossサーバを再起動します。

JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ インスタンスを再起動するための詳細は、 13 ペー
ジの 「JBoss アプリケーシ ョ ンサーバの使い方」 を参照して く ださい。

これで、 データソースの定義が完了します。

6.4 OracleApplication Server 10g
Unify NXJの使用に対する動作保証された OracleASのバージ ョ ンについては、 『Unify 
NXJがサポートする構成』 を参照して く ださい。

データソースの定義方法は、 使用している Oracle Application サーバのタイプ （OC4J
または Enterprise Edition） によって異なります。 

6.4.1 OC4J
1. コマンドウィ ンドウを開きます。

2. <Oracle installation directory>/j2ee/<server name> ディ レク ト リに移動します。

説明 :

<Oracle installation directory>は、 Oracle9iAS Containers for J2EE （OC4J） がイ
ンス トールされているディ レク ト リの名称です。

<server name>はアプリケーシ ョ ンサーバの名称で、 デフォルトの名称は Unify 
NXJ アプリケーシ ョ ンサーバのデフォルトのインスタンスである “home” です。

3. アプリケーシ ョ ンサーバを起動するために、 java -jar oc4j.jar コマンドを入
力します。

4. 新しいコマンドウィ ンドウを開き、 ステップ 2 にアクセスして <Oracle installation 
directory>/j2ee/<server name>ディレク ト リに移動します。

5. config/rmi.xml ファイルを開き、 rmi-server ポート を確認します。 

この <port number>はステップ 6 で使用します。

6. 以下の java コマンドを入力し、 デフォルトサーバにデータソースをインス トールし
ます。 コマンドの大文字と小文字は区別されます。

% java -jar admin.jar ormi://<localhost>:<port number> admin
<administrative password>
-application default
-installDataSource
-className com.evermind.sql.OrionCMTDataSource
-url jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>
-connectionDriver oracle.jdbc.OracleDriver
-location <data source name>
-username <database username> -password <database password>
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説明 :

<localhost>は、 ORMI ホス トです。

<port number>は、 ORMI ポートです。

<administrative password>は、 ORMI管理パスワードです。

<host>は、 データベースのホス ト名です。

<port> は、 データベースに接続するためのポート番号です。

<sid>は、 データベースシステム ID です。

<data source name>は、 作成するデータベース定義の名称です。

classNameは、 データソースを実装するクラスの名称です。

urlは、 データベース接続の URL です。

connectionDriverは、 このデータソースの JDBC ド ライバのクラス名です。

locationは、 データソースオブジェク トの JNDI論理名です。

usernameは、 接続先スキーマの名称です （オプシ ョ ン）。

passwordは、 接続先スキーマのパスワードです （オプシ ョ ン）。

以上でデータソースが作成されました。 

6.4.2 Enterprise Edition

Appllication Server Control ページの J2EE Applications リンクをク リ ッ クします。

1. default をク リ ッ クします。

2. Resources リス ト以下にある、 Data Sources をク リ ッ クします。

3. このアプリケーシ ョ ンサーバインスタンス用のデータソース定義が既に存在する場
合には、 Create Like をク リ ッ クして下さい。 データソース定義が無い場合は、
Create をク リ ッ クします。

定義するデータソースに応じてページの各項目を指定して下さい。 詳細について
は、 Oracle 10gのドキュ メン ト を参照して く ださい。 

4. ページの一番下で、 Create をク リ ッ クします。

データソースが作成されます。 
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データ リポジト リの構成

NXJ コン ト ロールセンタは、 現在のビジネスプロセス、 完了プロセスの履歴等の情報を
保存するために、 データ リポジ ト リを使用しています。 デフォルトでは、 NXJ コン ト
ロールセンタは Unify NXJ にバンドルされている組み込みデータベース PointBase に
データ リポジ ト リを作成するように構成されています。

ただし、 この製品にバンドルされている PointBase は実運用環境での使用を許可されて
いません。 実行環境で PointBase を使用するには、 正し く ライセンスされた PointBase 
を購入してインス トールを行って く ださい。 Oracle や MS SQL Server等、 他のデータ
ベース上にデータ リポジ ト リを構成することもできます。

NXJ アプリケーシ ョ ンをテス トする際には、 実行環境をエミ ュレートできるよう、 開発
環境にデータ リポジ ト リを構成して く ださい。 つまり、 実行環境でデータ リポジ ト リを

Oracle上に構成するのであれば、 開発環境でも Oracle データベースを使用して下さい。

注 : 各 NXJ コン ト ロールセンタは、 独自のリポジト リデータベースを必
要とします。 複数の NXJ コン ト ロールセンタが、 同じ リポジト リ
データベースを示す場合、 NXJ アプリケーシ ョ ンは動作せず、 デー
タも失う可能性があります。

この章の残りのセクシ ョ ンでは、 NXJ コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リを他のデー
タベース上に構成する方法について説明します。 以下のアプリケーシ ョ ンサーバ / デー
タベースの組み合わせがサポート されています。
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PointBaseの詳細については、 http://www.pointbase.com を参照して く ださい。

7.1 JBoss アプリケーシ ョ ンサーバ
JBoss アプリケーシ ョ ンサーバを使用する場合、 IBM DB2、 Informix、 MS SQL、
Oracle データベースに NXJ コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リを構成することがで
きます。 このセクシ ョ ンでは各データベース毎に構成手順を説明します。 使用する

DBMS のバージ ョ ンは、 本バージ ョ ンの Unify NXJがサポートするバージ ョ ンでなけれ
ばなりません。 『Unify NXJがサポートする構成』 を参照して く ださい。

7.1.1 IBM DB2データベース
DB2 データベースをリポジ ト リ と して使用するには、 以下の手順で NXJ コン ト ロール
センタを構成する必要があります。

注 : DB2データベースを作成する手順は、 “Type-2” CLI-based driver を
使用することを前提としています。 これには DB2 クライアン ト製品
をインス トールし、 実際のデータベースへの “alias” を作成する必要
があります。 この aliasはローカルアクセスする際のデータベース名
として使用されます。 NXJからデータベースにアクセスするには、
“Type-4” ド ライバを使用します （データベース aliasは使用しませ
ん）。

また、 32KB ページサイズのテーブル領域が利用可能でなければな
りません。 これは、 リポジト リデータベース中のあるテーブルの行
サイズで非常に大きいものがあり、 その行がデータベースページに

アプリケーシ ョ ン
サーバ データベース 参照

JBoss IBM DB2 58 ページの 「IBM DB2データベース」

Informix 60 ページの 「Informix データベース」

MS SQL Server 61 ページの 「MS SQL Server データ
ベース」

Oracle 63 ページの 「Oracleデータベース」

WebSphere IBM DB2
Informix
Oracle

65 ページの 「WebSphere アプリケー
シ ョ ンサーバ」

WebLogic Oracle
MS SQL Server

67 ページの 「WebLogic アプリケー
シ ョ ンサーバ」

Oracle 10g & OC4J Oracle 72 ページの 「Oracle アプリケーシ ョ ン
サーバ (OC4J or 10g)」
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収まる必要があるからです。 User領域および System一時領域を作
成して下さい。

1. DB2 “db2sql92” ユーテ ィ リテ ィ と repository-db2.sql スクリプ ト  
(<UNIFY_HOME>/lib/repository) を実行し リポジ ト リテーブルを作成します。

db2sql92 -d ALIAS -a user/password < repository-db2.sql

ALIAS はデータベース alias名、 user/password はテーブル作成のために必要な
ユーザ認証です。

さらに、 CLI-based ド ライバを使用するには、 ド ライバの Jar ファイルをアプリ
ケーシ ョ ンサーバのクラスパスに追加し、 DB2 “bin” ディ レク ト リをアプリケー
シ ョ ンサーバの PATH に追加する必要があります。

2. NXJ コン ト ロールセンタを配備するアプリケーシ ョ ンサーバを停止します。

JBoss デフォルトサーバの停止方法については、 13 ページの 「JBoss アプリケー
シ ョ ンサーバの使い方」 を参照して下さい。 

3. 以下の手順で DB2 データソースを JBoss アプリケーシ ョ ンサーバに作成します。
a. DB2 データソースファイル <UNIFY_HOME>/lib/repository/db2-NXJCCDS-

ds.xml を <UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy ディ レク ト リにコ
ピーします。

b. コピーしたファイルを編集し、 以下の値を正しい値に置き換えます。

YOUR_HOST
YOUR_PORT
YOUR_DBNAME
YOUR_SERVER
YOUR_USER_NAME
YOUR_PASSWORD

4. ActiveWorkflow EAR中の Quartz と Hibernate プロパテ ィ を DB2データベースを使
用するよう設定します。

a. nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を開始し、 ActiveWorkflow EAR を編集します。

b. hibernate.cfg.xml を以下のように編集します。

Dialect Property: net.sf.hibernate.dialect.DB2Dialect
Mapping Resource: DB2 データベースを使用

c. quartz.properties を編集し、 org.quartz.jobStore.driverDelegateClass に
org.quartz.impl.jdbcjobstore.DB2v7Delegate を設定します。

d. ファイル > 保存 を選択して、 変更を ActiveWorkflow EAR ファイルに保存しま
す。

5. 更新された NXJ コン ト ロールセンタを配備 /更新します。

NXJ コン ト ロールセンタを配備、 更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を使用
して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanageユーテ ィ リテ ィ」 を参照し
て下さい。 

6. ccmanage で <UNIFY_HOME>/jboss/server/default/deployの pointbase-NXJCC-
ds.xml ファイルを削除します。

7. デフォルトアプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。
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JBoss デフォルトサーバの開始、 停止方法については 13 ページの 「JBoss アプリ
ケーシ ョ ンサーバの使い方」 を参照して下さい。 

7.1.2 Informixデータベース
Informixデータベースをリポジ ト リ と して使用するには、 以下の手順で NXJ コン ト
ロールセンタを構成する必要があります。

1. NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータを保持するテーブルをデータベースに作
成します。

dbaccess または同様のツールを用い、 <UNIFY_HOME>/lib/repository ディ レク ト
リにある “repository-informix.sql” スク リプ ト を実行します。 このスクリプ トは、同じ
ディ レク ト リにある turbineUser-ifx.dat も使用しますので注意して下さい。

dbaccess を実行するために必要な環境変数は以下のとおりです。

- INFORMIXDIR Informix インス トールディ レク ト リ ;
- INFORMIXSERVER Informix サーバインスタンス名 ;
- PATH Informix “bin”ディ レク ト リをパスに含めます

Informix 環境変数を設定後、 dbaccess を実行します。

dbaccess <repository> repository-informix.sql

<repository> はデータベース名です。 また “repository-informix.sql” および
“turbineUser-ifx.dat” は現在のディ レク ト リに存在するものと します。

2. NXJ コン ト ロールセンタを配備するアプリケーシ ョ ンサーバを停止します。

JBoss default サーバの停止方法については、 13 ページの 「JBoss アプリケーシ ョ
ンサーバの使い方」 を参照して下さい。 

3. 以下の手順で Informix データソースを JBoss アプリケーシ ョ ンサーバに作成しま
す。

a. サンプルの Informix データソースファイル <UNIFY_HOME>/lib/repository/
informix-NXJCCDS-ds.xml を <UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy
ディ レク ト リにコピーします。

b. コピーしたファイルを編集し、 以下の値を正しい値に置き換えます。

YOUR_HOST
YOUR_PORT
YOUR_DBNAME
YOUR_SERVER
YOUR_USER_NAME
YOUR_PASSWORD

4. ActiveWorkflow EAR中の Quartz と Hibernate プロパテ ィ を Informix データベース
を使用するよう設定します。

a. nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を開始します。

b. hibernate.cfg.xml を以下のように編集します。
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Dialect Property: net.sf.hibernate.dialect.InformixDialect
Mapping Resource: Informixデータベースを使用

c. quartz.properties を編集し、 “org.quartz.jobStore.driverDelegateClass” に 
org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate を設定します。

d. ファイル > 保存を選択して、 変更を ActiveWorkflow EAR ファイルに保存しま
す。

5. 更新された NXJ コン ト ロールセンタを配備 /更新します。

NXJ コン ト ロールセンタを配備、 更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を使用
して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanageユーテ ィ リテ ィ」 を参照し
て下さい。 

6. <UNIFY_HOME>/jboss/server/default/deployの pointbase-NXJCC-ds.xml ファイル
を削除します。

7. デフォルトアプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。

JBoss デフォルトサーバの開始、 停止方法については 13 ページの 「JBoss アプリ
ケーシ ョ ンサーバの使い方」 を参照して下さい。

7.1.3 MS SQL Serverデータベース
MS SQL Server データベースをリポジ ト リ と して使用するには、 以下の手順で NXJ コ
ン ト ロールセンタを構成する必要があります。

1. NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータを保持するテーブルをデータベースに作
成します。

osql または同様のツールを使用し、 <UNIFY_HOME>/lib/repository にある
"repository-mssql.sql" スクリプ ト を実行します。

注 : Microsoft SQL Server クライアン ト ツールに含まれる "isql"ユー
テ ィ リテ ィはスクリプ ト を実行できません。 CT-Libraryベース
の osqlユーティ リテ ィが代わりに使用できます。

2. NXJ コン ト ロールセンタを配備するアプリケーシ ョ ンサーバを停止します。

JBoss デフォルトサーバの停止方法については、 13 ページの 「JBoss アプリケー
シ ョ ンサーバの使い方」 を参照して く ださい。 

3. MS SQL Server データソースを作成します。

フ リーの jTDS JDBC ド ライバまたは Microsoft純正の JDBC ド ライバのどちらを使
用するかで作成方法は異なります。

フ リーの jTDS JDBC ド ライバの場合、 MS SQL Serverデータソーステンプレート
ファイル <UNIFY_HOME>/lib/repository/mssql-NXJCCDS-ds.xml をアプリケー
シ ョ ンサーバを配備するディ レク ト リにコピーします。

JBossの場合、 以下のディ レク ト リにコピーします。

<UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy

4. コピーしたファイルを編集し、 以下の値を正しい値に置き換えます。
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YOUR_HOST
YOUR_PORT
YOUR_DBNAME
YOUR_USER_NAME
YOUR_PASSWORD

Microsoft 純正 JDBC ド ライバの場合、 以下の手順で設定できます。

a. Microsoft純正 JDBC ド ライバ Jar ファイルを入手します。

b. 以下の Jar アプリケーシ ョ ンサーバのクラスパスに追加します。

mssqlserver.jar
msbase.jar
msutil.jar

c. MS SQL Server データソーステンプレート フ ァイル <UNIFY_HOME>/lib/
repository/mssql-NXJCCDS-ds.xml をアプリケーシ ョ ンサーバを配備する
ディ レク ト リにコピーします。

JBossの場合、 以下のディ レク ト リにコピーします。

<UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy

d. 以下のプロパテ ィ を持つデータソースファイル (mssql-NXJCCDS-ds.xml) を更
新します。

YOUR_HOST
YOUR_PORT
YOUR_DBNAME
YOUR_USER_NAME
YOUR_PASSWORD
class name: com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver
URL: jdbc:microsoft:sqlserver://your-host:your-port;
SelectMethod=Cursor;DatabaseName=your-db-name

5. ActiveWorkflow EAR中の Quartz と Hibernate プロパテ ィ を MS SQL Serverデー
タベースを使用するよう設定します。

a. <UNIFY_HOME>/bin ディ レク ト リの nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を開始し
ます。

これは ActiveWorkflow EAR フ ァイル構成ユーテ ィ リテ ィです。

b. quartz.properties を以下のように編集します。
i. org.quartz.jobStore.driverDelegateClass に

org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate を設定します。
ii. org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL = SELECT * FROM {0}LOCKS 

WHERE LOCK_NAME = ?

を  
org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL = SELECT * FROM 
[dbo].[{0}LOCKS] UPDLOCK WHERE LOCK_NAME = ?

に変更します。

c. hibernate.cfg.xml を以下のように編集します。
62 © Copyright 2005 Unify Corporation



コン ト ロールセンタデータ リポジト リの構成
Dialect Property: net.sf.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Mapping Resource:MSSQLServer データベースを使用

d. Microsoft純正 JDBC ド ライバを使用している場合、 以下のプロパテ ィ を
hibernate.cfg.xml ファイルの <session-factory> セクシ ョ ンに追加します。

<property name="hibernate.connection.provider_class">
com.opensourceconnections.msndbcproxy.HibernateProvider
</property>

e. プロパテ ィに変更を保存します。

6. 更新された NXJ コン ト ロールセンタを配備 /更新します。

NXJ コン ト ロールセンタを配備、 更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を使用
して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanage ユーテ ィ リテ ィ」 を参照し
て下さい。 

7. NXJ コン ト ロールセンタが配備された後、 pointbase-NXJCC-ds.xml ファイルを削
除します。 

JBossの場合、 このファイルは以下のディ レク ト リにあります。

<UNIFY_HOME>/jboss/server/default/deploy/pointbase-NXJCC-ds.xml

8. デフォルトアプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。

JBoss default サーバの開始、 停止方法については 13 ページの 「JBoss アプリケー
シ ョ ンサーバの使い方」 を参照して下さい。 

7.1.4 Oracleデータベース
Oracle データベースをリポジ ト リ と して使用するには、 以下の手順で NXJ コン ト ロー
ルセンタを構成する必要があります。

1. NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータを保持するテーブルをデータベースに作
成します。

sqlplus または同様のツールを使用し、 <UNIFY_HOME>/lib/repository ディ レク ト
リにある "repository-oracle.sql" スクリプ ト を実行します。 このスクリプ トはリソー
ス権限を持ったユーザで実行する必要があります。 この権限は以下の方法で許可で
きます。

GRANT “RESOURCE” TO “<username>”; 

テーブルスペースは 3MB以上割り当てて下さい。

2. NXJ コン ト ロールセンタを配備するアプリケーシ ョ ンサーバを停止します。

JBoss default サーバの停止方法については、 13 ページの 「JBoss アプリケーシ ョ
ンサーバの使い方」 を参照して下さい。

3. 以下の手順で Oracle データソースを JBoss アプリケーシ ョ ンサーバに作成します。
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a. Oracle データベーステンプレート ファイル
<UNIFY_HOME>/lib/repository/oracle-NXJCCDS-ds.xml を
<UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy/oracle-NXJCCDS-ds.xml
にコピーします。

b. コピーしたファイルを編集し、 以下の値を正しい値に置き換えます。

YOUR_HOST
YOUR_PORT
YOUR_SID
YOUR_USER_NAME
YOUR_PASSWORD

4. jboss-service.xml を編集します。
a. <UNIFY_HOME>/jboss/server/default/conf ディ レク ト リに移動します。

b. jboss-service.xml を編集し、 以下のように "Pad" 属性のコ メン ト をはずします。

<attribute name="Pad">true</attribute>

5. ActiveWorkflow EAR 中の Quartz、 Audit Trail、 Hibernate プロパテ ィ を Oracle 
データベースを使用するよう設定します。

a. <UNIFY_HOME>/bin ディ レク ト リの nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を開始しま
す。

これは ActiveWorkflow EAR ファイル構成ユーテ ィ リテ ィです。

Unify NXJが正し く インス トールされていると、 このユーテ ィ リテ ィ を Unify 
NXJ ワークベンチの ビジネスプロセス管理ツール > ActiveWorkflow エンジン
の構成 から実行することもできます。

b. quartz.properties を以下のように編集します。
i. org.quartz.jobStore.driverDelegateClass に

org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.OracleDelegate を設定します。
ii. org.quartz.jobStore.selectWithLockSQLのすべてのインスタンスのコ メン
ト をはずします。

c. AuditTrail.properties を編集し、 以下のように audit.storage.classのコ メン ト を
はずします。

com.unify.nxj.bpm.audit.OracleAuditStorage

d. hibernate.cfg.xml を編集します。

Dialect Property: net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect
Mapping Resource: Oracle データベースを使用

e. ファイル > 保存 を選択し、 変更を ActiveWorkflow EAR ファイルに保存します。

6. 更新された NXJ コン ト ロールセンタを配備 /更新します。

NXJ コン ト ロールセンタを配備、 更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を使用
して下さい。 詳細については、 13 ページの 「JBoss アプリケーシ ョ ンサーバの使い
方」 を参照して下さい。

7. <UNIFY_HOME>/jboss/server/default/deployの pointbase-NXJCC-ds.xml ファイル
を削除します。

8. デフォルトアプリケーシ ョ ンサーバを再起動します。
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JBoss default サーバの開始、 停止方法については 13 ページの 「JBoss アプリケー
シ ョ ンサーバの使い方」 を参照して下さい。

7.2 WebSphere アプリケーシ ョ ンサーバ 
WebSphere アプリケーシ ョ ンサーバを使用する場合、 IBM DB2、 Informix、 MS SQL、
Oracle データベースにコン ト ロールセンタデータ リポジ ト リを構成することができま
す。

使用する DBMS のバージ ョ ンは、 本バージ ョ ンの Unify NXJがサポートするバージ ョ
ンでなければなりません。 『Unify NXJがサポートする構成』 を参照して下さい。

以下の手順に従って、 リポジ ト リ と して他のデータベースを使用する NXJ コン ト ロー
ルセンタを構成して く ださい。

7.2.1 リポジ ト リテーブルの作成

NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータを保持するリポジ ト リテーブルをデータ
ベースに作成します。

58 ページの 「IBM DB2 データベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

60 ページの 「Informix データベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

61 ページの 「MS SQL Serverデータベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

63 ページの 「Oracleデータベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

7.2.2 WebSphereの構成を更新
1. <Unify_Home>/lib/websphere ディ レク ト リにある nxjWebSphereConfig.properties
ファイルを変更します。

手順は、 フ ァイルにコ メン ト されています。

2. 以下で WebSphereの wsadmin ツールを実行します。

wsadmin -p nxjWebSphereConfig.properties -f nxjWebSphereConfig.jacl

wsadmin ツールは、 websphereサーバの bin ディ レク ト リにあります。

3. サーバを再起動します。
65© Copyright 2005 Unify Corporation



コン ト ロールセンタデータ リポジト リの構成
7.2.3 コン ト ロールセンタの構成を更新

1. 新しいデータベースを使用するよう ActiveWorkflow EAR ファイル中のプロパテ ィ
ファイルを編集します。

a. nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を開始します。

これは ActiveWorkflow EAR ファイル構成ユーテ ィ リテ ィです。

b. 左側の AuditTrail.properties を選択します。 右側に表示される以下のプロパテ ィ
を設定します。

Oracle データベース以外 - audit.ds.name: NXJCCDS

Oracle データベース - audit.storage.class: 
com.unify.nxj.bpm.audit.OracleAuditStorage

c. Portal.properties に以下を設定します。
attachments.ds.name: NXJCCDS

d. hibernate.cfg.xml を編集します。

dialect プロパテ ィ を設定します。
net.sf.hibernate.dialect.DB2Dialect. IBM DB2
net.sf.hibernate.dialect.InformixDialect. Informix
net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect. Oracle
net.sf.hibernate.dialect.SQLServerDialect. MS SQL Server

transaction.factory_class を設定します。
net.sf.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory

hibernate.transaction.manager_lookup_class を設定します。
net.sf.hibernate.transaction.WebSphereTransactionManagerLookup

MS SQL Server データベースでは以下を追加します。
<property name="hibernate.connection.provider_class">

com.opensourceconnections.msjdbcproxy.HibernateProvider
</property>

e. quartz.properties を編集します。

org.quartz.jobStore.driverDelegateClass プロパテ ィ を設定します。
org.quartz.impl.jdbcjobstore.DB2v7Delegate IBM DB2
org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate Informix
org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.OracleDelegate Oracle
org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate MS SQL Server

org.quartz.dataSource.R5DS.jndiURL に NXJCCDS を設定します。

org.quartz.dataSource.R5Unmanaged.jndiURL に NXJCCDS を設定します。

以下をコ メン ト と します。
org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL = SELECT * FROM {0}LOCKS 
WHERE LOCK_NAME = ?

MS SQL Server データベースでは、 以下の行のコ メン ト をはずします。
org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL= SELECT * FROM [dbo].[{0}LOCKS] 
UPDLOCK WHERE LOCK_NAME = ? 
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f. ファイル > 保存 を選択し、 変更を ActiveWorkflow EAR ファイルに保存します。

7.2.4 NXJ コン ト ロールセンタの配備 /更新
NXJ コン ト ロールセンタを配備または更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を
使用して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanage ユーテ ィ リテ ィ」 を参
照して く ださい。

7.3 WebLogic アプリケーシ ョ ンサーバ
WebLogic アプリケーシ ョ ンサーバに配備するコン ト ロールセンタを構成するには、 ア
プリケーシ ョ ンサーバおよびコン ト ロールセンタ EARの両方を構成する必要がありま
す。

7.3.1 リポジ ト リテーブルの作成

NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータを保持するリポジ ト リテーブルをデータベー
スに作成します。

61 ページの 「MS SQL Serverデータベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

63 ページの 「Oracleデータベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

7.3.2 WebLogic開始スクリプ トの更新
テキストエディ タを使用して WebLogicサーバの開始スクリプ ト を編集します。 通常、
このスクリプ トは startWebLogic.cmd （Unix/Linux では startWebLogic.sh） という フ ァ
イルです。

1. java コマンド ラインに以下のシステムプロパテ ィ を追加します。

Windows:
-Djava.security.auth.login.config=%UNIFY_HOME%/lib/Weblogic/
bpm_jaas.config

-Djava.security.auth.login.config=%UNIFY_HOME%/wasp/conf/jaas.config

%UNIFY_HOME%は NXJのインス トールディ レク ト リです。

Unix/Linux:
-Djava.security.auth.login.config=${UNIFY_HOME}/lib/Weblogic/
bpm_jaas.config

-Djava.security.auth.login.config=%UNIFY_HOME%/wasp/conf/jaas.config
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${UNIFY_HOME} は NXJのインス トールディ レク ト リです。

2. （Oracleの場合） サーバの CLASSPATH に必要な jar ファイルを追加します。

Windows:
%UNIFY_HOME%/lib/jdbcDrivers/JdbcOraWrapper.jar

%UNIFY_HOME%は NXJのインス トールディ レク ト リです。 デフォルトの
WebLogic開始スクリプ トの CLASSPATH には Oracle データベースド ライバが
含まれています。 開始スクリプ ト を変更した場合、 以下の jar を追加するように
して く ださい。
%UNIFY_HOME%/lib/jdbcDrivers/ojdbc14.jar 

Unix/Linux:
${UNIFY_HOME}/lib/jdbcDrivers/JdbcOraWrapper.jar

${UNIFY_HOME}は NXJのインス トールディ レク ト リです。 デフォルトの
WebLogic開始スクリプ トの CLASSPATH には Oracleデータベースド ライバが
含まれています。 開始スクリプ ト を変更した場合、 以下の jar を追加するように
して く ださい。
${UNIFY_HOME}/lib/jdbcDrivers/ojdbc14.jar 

3. （Oracle と MS SQL Serverの場合） サーバの CLASSPATH に必要な jar ファイルを
追加します。

Windows
${UNIFY_HOME}/wasp/lib/security-ng.jar

${UNIFY_HOME}は NXJのインス トールディ レク ト リです。

Unix/Linux
${UNIFY_HOME}/wasp/lib/security-ng.jar

${UNIFY_HOME} は NXJのインス トールディ レク ト リです。

4. WebLogicサーバを再起動します。

7.3.3 WebLogicの構成を更新
WebLogic Server Console を使用して、 以下の変更を正しいド メ インに対して行って下
さい。 なおこの変更は ActiveWorkflow コンポーネン ト をコン ト ロールセンタに配備す
る場合のみ必要です。

1. コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リテーブルを含むデータベースを使用するコネ
クシ ョ ンプールを作成します。

< Oracleデータベースでは以下を実行します。 >

a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Services > JDBC を選択し、 Connection Pools リ
ンクをク リ ッ クします。

b. Configure a new JDBC Connection Pool リンクをク リ ッ クします。
c. Choose Database フォームに以下を入力し Continue をク リ ッ クします。
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Database Type:      Oracle
Database Driver:    Other

d. “Define and test connection” フォームに以下を入力し、 Test Driver 
Configuration をク リ ッ クします。

Name: NXJCCDSPool
Driver Classname: JdbcOraWrapperDriver
URL: jdbc:oracle_clob:thin:@<host>:<port>:<sid>
Database User Name: <username>
Password: <password>
Confirm Password: <password>

<host> はデータベースサーバ名です。
<port> はデータベースに接続用ポート番号です。
<sid> はデータベース sid です。
<username> はデータベースのユーザ名です。
<password> はそのユーザのパスワードです。

Test Driver Configuration をク リ ッ クすると、 “Connection successful” という
メ ッセージが表示されます。 表示されない場合は、 上記設定を確認して下さい。

注 : データベースド ライバがサーバの CLASSPATH に含まれていな
い場合、WebLogic Server Consoleは “JDBC driver is not on the 
CLASSPATH” という メ ッセージを表示します。
JdbcOraWrapperDriverが正し く Driver Classname に設定され
ている場合、 JdbcOraWrapper.jarがサーバの CLASSPATH に
設定されているか確認して下さい。 (上記ステップ 2 を参照のこ
と )

e. （WebLogic 8.1の場合） non-XA ド ライバを使用している場合 :
i. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 JDBC > Data Sources > Advanced を選択しま
す。

ii. Emulate Two-Phase Commit for non-XA Driver チェ ッ クボッ クスを
チェ ッ クします。

f. Create and Deploy をク リ ッ クします。

< Microsoft SQL Server データベースでは以下を実行します。 >

a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Services > JDBC を選択し、 Connection Pools リ
ンクをク リ ッ クします。

b. “Configure a new JDBC Connection Pool...” リンクをク リ ッ クします。
c. In the Choose Database form, enter the following and click Continue:

Database Type:      MS SQL Server
Database Driver:    BEA's MS SQL Server Driver (Type 4) Versions:7.0,2000

d. Choose Database フォームに以下を入力し Continue をク リ ッ クします。
Name: NXJCCDSPool
Database Name: <databaseName>
Host Name: <host>
Port: <port>
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Database User Name: <username>
Password: <password>
Confirm Password: <password>

<databaseName> はデータベース名です。
<host> はデータベースサーバのホスト名です。
<port> はデータベース接続用ポート番号です。
<username> はデータベースのユーザ名です。
<password> はそのユーザのパスワードです。

e. （WebLogic 8.1の場合） non-XA ド ライバを使用している場合 :
i. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 JDBC > Data Sources > Advanced を選択しま
す。

ii. Emulate Two-Phase Commit for non-XA Driver チェ ッ クボッ クスを
チェ ッ クします。

f. Test Driver Configuration ボタンをク リ ッ クすると、 “Connection successful”
という メ ッセージが表示されます。 表示されない場合は、 上記設定を確認して
下さい。

g. Create and Deploy をク リ ッ クします。

注 : WebLogic ド メ インに複数のサーバが存在する場合、 コネク
シ ョ ンプール NXJCCDSPoolがコン ト ロールセンタを配備
するサーバに配備されていることを確認して下さい。

2. コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リテーブルを含むデータベースに対するデータ
ソースを作成します。

a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Services > JDBC を開き、 Data Sources をク リ ッ ク
します。

b. “Configure a new JDBC Data Source” リンクをク リ ッ クします。

c. “Configure the data source” フォームに以下の値を入力し、Continue をク リ ッ ク
します。

Name: NXJCCDS
JNDI Name:  NXJCCDS
Honor Global Transactions: (check)

d. “Connect to connection pool” フォームに以下の値を入力し Continue をク リ ッ ク
します。

Pool Name: NXJCCDSPool

e. “Target the data source” フォームで、 コン ト ロールセンタを配備するサーバを
選択し、 Create をク リ ッ クします。

3. ActiveWorkflowが使用する JMS Connection Factory を作成します。
a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Services > JMS を選択し、 Connection Factories
をク リ ッ クします。

b. Configure a new JMS Connection Factory リンクをク リ ッ クします。
c. General フォームに以下の値を入力し、 Create をク リ ッ クします。

Name:       ConnectionFactory
JNDI Name:  ConnectionFactory
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d. （WebLogic 8.1の場合） Transactions フォームで XA Connection Factory 
Enabled チェ ッ クボッ クスをチェ ッ クします。

e. Target and Deploy フォームで、 コン ト ロールセンタを配備するサーバを選択
し、 Apply をク リ ッ クします。

4. ActiveWorkflowが使用する JMS Destination Queue を作成します。
a. ナビゲーシ ョ ンツリーで、 Services > JMS > Servers > 

WSStoreForwardInternalJMSServermyserver を選択します。
b. Destinations をク リ ッ クします。

c. Configure a new JMS Queue をク リ ッ クします。

d. General フォームに以下の値を入力し、 Create をク リ ッ クします。
Name: BPMQueue
JNDI Name: queue/BPMEvents

e. ActiveSOA と  WebLogic 8.1 を使用している場合、 以下のステップを実行しま
す。

i. Configure a new JMS Queue をク リ ッ クします。
ii. General フォームに以下の値を入力し、 Create をク リ ッ クします。

Name: JMSTopic
JNDI Name: queue/nxjWaspTopic

iii. Configure a new JMS Queue をク リ ッ クします。
iv. General フォームに以下の値を入力し、 Create をク リ ッ クします。

Name: JMSQueue
JNDI Name: queue/nxjWaspQueue

注 : 上記ステップは、 デフォルトで WebLogicの ”mydomain” ド メ イ
ンに存在する WSStoreForwardInternalJMSServermyserver JMS 
server を使用します。 このステップでは、 JMSサーバはコン ト
ロールセンタを配備する WebLogicサーバ上に存在するものと
仮定しています。 もし、 JMSサーバが存在しない場合は、
WebLogic ドキュ メン ト を参照の上、 新し く作成して下さい。

7.3.4 コン ト ロールセンタの構成を更新

注 : 以下のの変更はコン ト ロールセンタの ActiveWorkflow コンポーネン
ト を配備する場合のみ必要です。

1. <UNIFY_HOME>/bin にある nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を実行します。

これは ActiveWorkflow EAR ファイル構成ユーテ ィ リテ ィです。 しばら くすると
ControlCenter.ear ファイルが開かれます。

2. 左側のペインにある AuditTrail.properties を選択し、 右側のペインの以下のプロパ
テ ィ を編集します。

audit.ds.name: NXJCCDS
audit.storage.class: com.unify.nxj.bpm.audit.OracleAuditStorage.

3. Portal.properties を選択し、 以下を編集します。
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attachments.ds.name to NXJCCDS.

4. hibernate.cfg.xml を選択し、 以下を編集します。
a. dialog プロパテ ィ

net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect (for Oracle)
net.sf.hibernate.dialect.SQLServerDialect (for MS SQL Server)

b. transaction.factory_class

net.sf.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory

c. hibernate.transaction.manager_lookup_class

net.sf.hibernate.transaction.WeblogicTransactionManagerLookup

5. quartz.properties を選択し、 以下を編集します。 
a. 使用するデータベースに応じて org.quartz.jobStore.driverDelegateClass プロパ
テ ィのコ メン ト をはずします。

org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.OracleDelegate  (Oracle)
org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate (MS SQL Server)

b. 以下を設定します。

org.quartz.dataSource.R5DS.jndiURL: NXJCCDS
org.quartz.dataSource.R5Unmanaged.jndiURL: NXJCCDS

c. 以下のラインのコ メン ト をはずします。

org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL = SELECT * FROM {0}LOCKS 
WHERE LOCK_NAME = ?

7.3.5 NXJ コン ト ロールセンタの配備 /更新
NXJ コン ト ロールセンタを配備または更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を
使用して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanage ユーテ ィ リテ ィ」 を参
照して下さい。

7.3.6 WebLogic アプリケーシ ョ ンサーバの再起動

7.4 Oracle アプリケーシ ョ ンサーバ (OC4J or 10g)
コン ト ロールセンタを Oracle アプリケーシ ョ ンサーバ （OAS） に配備するには、 アプ
リケーシ ョ ンサーバおよびコン ト ロールセンタ EAR を構成する必要があります。

現時点では、 OAS を使用する場合、 Oracle データベースのみがサポート されています。
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注 : 10g を使用し (1)NXJのインストール (2)ccmanageの実行を行う場
合、 実行ユーザは Oracleユーザでなければなりません。

7.4.1 リポジ ト リテーブルの作成

NXJ コン ト ロールセンタ リポジ ト リデータをリポジ ト リテーブルをデータベースに作成
します。

63 ページの 「Oracleデータベース」 のステップ 1 を参照して く ださい。

7.4.2 OAS の構成を更新
このタスクはコン ト ロールセンタの ActiveWorkflow コンポーネン ト を配備する場合の
必要です。

1. JdbcOraWrapper.jar をコピーします。

コピー元 :
$UNIFY_HOME/lib/jdbcDrivers directory 

コピー先 :
<Oracle Installation>/j2ee/home/applib directory

<Oracle Installation>は Oracle アプリケーシ ョ ンサーバがインス トールされている
ディ レク ト リです。

2. アプリケーシ ョ ンサーバにデータソース定義を作成します。

Oracle 10gの場合 

a. Application Server Control ページの J2EE Applications をク リ ッ クします。
b. default をク リ ッ クします。
c. Resources リス トの中の Data Sources をク リ ッ クします。
d. このアプリケーシ ョ ンサーバインスタンスで、 いずれかのデータソースが定義
されている場合、 Create Like をク リ ッ クします。 そうでなければ、 Create を
ク リ ッ クします。

e. 必要に応じて Create Like Data Source ページに値を入力します。

(詳細については、 Oracle 10g ドキュ メン ト を参照して下さい。 )

i. General Heading

Name: NXJCCDS
Description: NXJ Control Center
Data Source Class: com.evermind.sql.DriverManangerDataSouce.
JDBC URL: jdbc:oracle_clob:thin:@your-HOST:your-PORT:your-SID
JDBC Driver: JdbcOraWrapperDriver

ii. Username and Password Heading
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Username: YOUR-USERNAME
Password: YOUR-PASSWORD

iii. JNDI Locations Heading

Location: jdbc/NXJCCDS
Transactional(XA) Location: jdbc/xa/NXJCCDS
EJB Location: NXJCCDS

iv. Connection Attributes Heading

Connection Retry Interval (seconds): 1
Cached Connection Inactivity Timeout (seconds): 30

これでデータソースが作成されます。

7.4.2.1 OCJ4

NXJCCDS データソースを <Oracle Installation>/j2ee/home/config ディ レク ト リ
にある data-sources.xml ファイルに追加します。 （YOUR- で始まる変数を正しい値
に置き換えて下さい。）

<data-source
class="com.evermind.sql.DriverManagerDataSource"
name="NXJCCDS"
location="jdbc/NXJCCDS"
xa-location="jdbc/xa/NXJCCDS"
ejb-location="NXJCCDS"
connection-driver="JdbcOraWrapperDriver"
username="YOUR-USER-NAME"
password="YOUR-PASSWORD"
url="jdbc:oracle_clob:thin:@YOUR-HOST:YOUR-PORT:YOUR-SID"
inactivity-timeout="30"
/>

これでデータソースが作成されます。

3. BPMEvents Queue定義を jms.xml ファイルに追加します。 

ファイルは <Oracle Installation>/j2ee/home/config に存在します。

以下を Demo Queue定義の直前 ( もしあれば ) に追加して下さい。

<!-- This is the BPM Events Queue, required by the Unify NXJ 
Control Center application -->
<queue name="BPM Events Queue" location="queue/BPMEvents">

<description>A BPM Events Queue</description>
</queue>

4. CSV ログインモジュール設定を jazn-data.xml ファイルに追加します。 

ファイルは <Oracle Installation>/j2ee/home/config ディ レク ト リに存在します。 以
下を <jazn-loginconfig> セクシ ョ ンの最後に追加します。
74 © Copyright 2005 Unify Corporation



コン ト ロールセンタデータ リポジト リの構成
<application>
<name>CSV</name>
<login-modules>

<login-module>
<class>com.unify.nxj.bpm.engine.services.authentication.CSVLog 

inModule</class>
<control-flag>required</control-flag>
<options>

<option>
<name>debug</name>
<value>true</value>

</option>
</options>

</login-module>
</login-modules>

</application>

5. 以下のファイルを Oracleから書き込み可能にします。

注 : ステップ 5 & 6は 10g にのみ必要です。 OC4J を使用する場合、
スキップして下さい。

server.xml
http-Web-site.xml
global-Web-application.xml
application.xml

これらのファイルは <Oracle Installation>/j2ee/home/config にあります。

6. ActiveReports または ActiveWorkflow を使用するために、 アプリケーシ ョ ンサーバ
の DISPLAY 変数を作成する必要があります。
a. Oracle Enterprise Manager console にログインします。

b. OC4J サーバへのリンクをク リ ッ クします。 一般的に、 サーバ名は home です。

c. Administration リンクをク リ ッ クします。

d. Server Properties リンクをク リ ッ クします。

e. Command Line Options セクシ ョ ンの Java Options フ ィールドで、 テキス ト を
削除します。

-Djava.awt.headless=true 

f. Environment Variables セクシ ョ ンで、 例えば、 DISPLAY と値が有効な Xサー
バに設定する名前で変数を追加します。

YOUR-X-HOST:0.0 .

注 : NXJは、 このサーバに記述しませんがアクセスを必要とします。
ホス トが Xサーバにアクセスできない場合、 仮想のフレーム
バッファの xServer （Xvfb） をインス トールすることができま
す。 Xvfb についての詳細は、 http://www.xfree86.org/4.0.1/
Xvfb.1.html#sect1 を参照して ください。

7. Apply をク リ ッ クします。

8. サーバを再起動します。
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7.4.3 コン ト ロールセンタの構成を更新

注 : 以下の変更はコン ト ロールセンタの ActiveWorkflow コンポーネン ト
を配備する場合のみ必要です。

1. <UNIFY_HOME>/bin にある nxjbpmconfig ユーテ ィ リテ ィ を実行します。

これは ActiveWorkflow EAR ファイル構成ユーテ ィ リテ ィです。 しばら くすると
ControlCenter.ear ファイルが開かれます。

2. 左側のペインにある AuditTrail.properties を選択し、 右側のペインの以下のプロパ
テ ィ を編集します。

audit.ds.name: NXJCCDS
audit.storage.class: com.unify.nxj.bpm.audit.OracleAuditStorage

3. Portal.properties を選択し、 以下を編集します。

attachments.ds.name: NXJCCDS

4. hibernate.cfg.xml を選択し、 以下を編集します。
a. dialog プロパテ ィ

net.sf.hibernate.dialect.Oracle9Dialect 

b. transaction.factory_class

net.sf.hibernate.transaction.JTATransactionFactory

c. hibernate.transaction.manager_lookup_class

net.sf.hibernate.transaction.OrionTransactionManagerLookup

5. quartz.properties を選択し、 以下を編集します。 
a. 以下の org.quartz.jobStore.driverDelegateClass プロパテ ィのコ メン ト をはずし
ます。

org.quartz.impl.jdbcjobstore.oracle.OracleDelegate 

b. 以下のラインのコ メン ト をはずします。

org.quartz.jobStore.selectWithLockSQL 

c. 以下を設定します。

org.quartz.dataSource.R5DS.jndiURL: NXJCCDS
org.quartz.dataSource.R5Unmanaged.jndiURL: NXJCCDS

7.4.4 NXJ コン ト ロールセンタの配備 /更新
NXJ コン ト ロールセンタを配備または更新するには、 ccmanage ユーテ ィ リテ ィ を
使用して下さい。 詳細については、 11 ページの 「ccmanage ユーテ ィ リテ ィ」 を参
照して く ださい。
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7.4.5 Oracle アプリケーシ ョ ンサーバを再起動
77© Copyright 2005 Unify Corporation



コン ト ロールセンタデータ リポジト リの構成
78 © Copyright 2005 Unify Corporation



索引
A

ActiveForms デザイナ
ライセンシング 10

ActiveSecurity Administrator 30
グループ 33
組織 31
ユーザ属性 34
ロケーシ ョ ン 34

anonymousユーザ 27
コン ト ロールセンタでの設定 29

Applications メニュー 22
authenticatedユーザ 27

C

ccmanage 11
Oracle AS 11
開始 11

Control Center 5
ccmanage 11
URL 7
アクセス 7
更新 12
削除 13
システムユーザ 29
終了 27
セキュリテ ィ 28
デフォルトの組織 29
匿名ユーザ 29
とサーバ 11
配備 12
配備担当者と管理者 6
リソース 6
レイアウト 8

ログイン 8
Control Center Administration メニュー 22
Control Center Properties メニュー 22
Control Center メニュー 22

D

Deploy Application Packageウィザード 16

E

Edit Menu メニュー 22

H

Helpボタン 9
Homeボタン 9

L

Loginボタン 9
Logoutボタン 9

M

Menu Administration 22

N

NXJ アプリケーシ ョ ン 1
Application Package Administration 15
NXJ インタラクシ ョ ンサーバ 5
セキュリテ ィ  30
セキュリテ ィ設定の概要 40
© Copyright 2005 Unify Corporation 79



索引
どのように動作するか 3
ユーザインタフェース 3

NXJ インタラクシ ョ ンサーバ 2, 4
ライセンシング 10

Q

Quick Menu panel 9

R

resource paths 25

S

single sign-on 27
NTLMによる 27

static content 6

U

Unify NXJの環境 1

W

Web ブラウザ
認証された 8
80 © Copyright 2005 Unify Corporation



索引
あ

値
ユーザ属性の設定 35

アプリケーシ ョ ン 1
Application Package Administration 15
NXJ インタラクシ ョ ンサーバ 5
セキュリテ ィ 30
セキュリテ ィ設定の概要 40
どのように動作するか 3
ユーザインタフェース 3

アプリケーシ ョ ンサーバ
データソース定義 43

アプリケーシ ョ ンパッケージ
位置 16
異なる環境で作成 16
再配備 18
削除 19
配備 15

え

エン ト リポイン ト
リソースパス 25

か

階層
組織 32
ユーザ属性 35

開発環境 1
環境変数
配備にて 17

管理システム 2
管理者 6
セキュリテ ィ 28
割り当て 29

く

クイッ ク メニューパネル 9
ク ッキー
シングルサインオン 27

グループ 33
作成 33
ユーザをグループに移動する 33

こ

コンテン トパネル 9
コン ト ロールセンタ 5

ccmanage 11
URL 7
アクセス 7
更新 12
削除 13
システムユーザ 29
終了 27
セキュリテ ィ  28
デフォルトの組織 29
匿名ユーザ 29
とサーバ 11
配備 12
配備担当者と管理者 6
リソース 6
レイアウト 8
ログイン 8

さ

再配備
アプリケーシ ョ ンパッケージ 18
コン ト ロールセンタ 12

し

システムユーザ
コン トロールセンタにおける設定 29

実行環境 1
シングルサインオン

NTLMによる 27

せ

静的コンテン ト 6
セキュリテ ィ  6, 27
管理者 28
管理者の割り当て 29
最初のコン トロールセンタの配備 28
設定の概要 40
配備担当者 29
配備担当者の割り当て 29

そ

組織 31
コン ト ロールセンタのデフォルト を設定 29
作成 32
設定 40
ビュー 32
複雑な構造の作成 32
81© Copyright 2005 Unify Corporation



索引
つ

ツールバー
コン トロールセンタ 9

て

データソース 4
データソース定義 43

と

動的コンテン ト  6
匿名ユーザ 27
コン ト ロールセンタでの設定 29

に

認証された Web ブラウザ 8
認証されたユーザ 27

は

配備
ccmanageによる 11
アプリケーシ ョ ンパッケージ 15
コン ト ロールセンタ 12

配備担当者 6
セキュリテ ィ 29
割り当て 29

ひ

ビジネスルール 4

ふ

プロモーシ ョ ン 32

ほ

ボタン
Home 9

め

メニュー 21
Menu Administration 22
デフォルト 22
配備後 16
リソースパス 25
ローカライズ 22

メニュー項目 21
追加と削除 26

メニュー領域 21

ゆ

ユーザ
anonymous （匿名） と authenticated （認証さ

れた） 27
グループに移動 33
属性 34

ユーザインタフェース 3
ユーザ 34
属性 34

ユーザ属性
値の設定 35
階層を作成 35

ら

ライセンシング 10
ライセンスの更新 10

り

リソース 6
リソースパス 25

ろ

ローカライズ
NXJ コン ト ロールセンタ 7
メニュー 22

ロール
配備による 17

ログアウト 27
ログイン情報 9
ロケーシ ョ ン 34
作成 34
82 © Copyright 2005 Unify Corporation


	目次
	1 はじめに
	1.1 Unify NXJの環境
	1.2 NXJアプリケーションはどのように 動作するか？
	1.2.1 ユーザインタフェース
	1.2.2 データソース
	1.2.3 ビジネスルール

	1.3 NXJコントロールセンタ
	1.3.1 配備担当者と管理者
	1.3.2 リソース
	1.3.3 セキュリティ


	2 入門
	2.1 コントロールセンタへのアクセス
	2.2 NXJコントロールセンタへのログイン
	2.3 NXJコントロールセンタのレイアウト
	2.4 セキュリティ
	2.5 ライセンシング
	2.5.1 NXJ Interaction Serverと NXJ ActiveForms Designerライセンス
	2.5.2 ライセンスの更新

	2.6 ccmanageユーティリティ
	2.6.1 ccmanageの開始
	2.6.2 NXJコントロールセンタとサーバ
	2.6.3 NXJコントロールセンタの配備
	2.6.4 NXJコントロールセンタの更新
	2.6.5 NXJコントロールセンタの削除

	2.7 JBossアプリケーションサーバの使い方
	2.7.1 JBossアプリケーションサーバの開始
	2.7.2 JBossサーバアプリケーションサーバの終了


	3 NXJアプリケーション
	3.1 アプリケーションパッケージの配備
	3.1.1 アプリケーションパッケージの位置
	3.1.2 アプリケーションパッケージの配備
	3.1.3 アプリケーションのテスト
	3.1.4 複数のアプリケーションを実行

	3.2 アプリケーションパッケージの再配備
	3.3 アプリケーションパッケージの削除

	4 メニュー
	4.1 デフォルトメニュー
	4.2 Menu Administration
	4.2.1 メニューの編集
	4.2.1.1 メニューの作成
	4.2.1.2 メニューの削除

	4.2.2 メニュー項目の編集
	4.2.2.1 Resource Paths
	4.2.2.2 メニュー項目の追加と削除



	5 セキュリティ
	5.1 NTLMによるシングルサインオン
	5.2 コントロールセンタのセキュリティ
	5.2.1 管理者の割り当て
	5.2.2 配備担当者の割り当て
	5.2.3 NXJコントロールセンタのデフォルト

	5.3 NXJアプリケーションのセキュリティ
	5.3.1 セキュリティデータ関係
	5.3.2 組織
	5.3.2.1 組織の作成
	5.3.2.2 組織ビューの変更
	5.3.2.3 複雑な組織構造の作成

	5.3.3 グループ
	5.3.3.1 グループの作成
	5.3.3.2 UsersをGroupに移動する

	5.3.4 ロケーション
	5.3.4.1 ロケーションの作成

	5.3.5 ユーザ属性
	5.3.5.1 ユーザ属性の作成
	5.3.5.2 ユーザ属性の階層を作成
	5.3.5.3 ユーザ属性の値の設定

	5.3.6 ユーザ
	5.3.6.1 ユーザの作成
	5.3.6.2 ユーザプロフィール
	5.3.6.3 ユーザを組織の管理者にする
	5.3.6.4 ユーザ名またはパスワードの変更

	5.3.7 リソース、セキュリティ項目、ロール
	5.3.7.1 アプリケーションセキュリティマネージャ
	5.3.7.2 セキュリティの継承
	5.3.7.3 セキュリティ項目へのロールの割り当て

	5.3.8 ロールルール
	5.3.9 NXJアプリケーションの セキュリティ設定の概要
	5.3.9.1 組織の設定
	5.3.9.2 組織にユーザを追加
	5.3.9.3 NXJアプリケーションの作成
	5.3.9.4 アプリケーションの配備



	6 データソース定義
	6.1 BEA WebLogicアプリケーションサーバ
	6.2 IBM WebSphereアプリケーションサーバ
	6.3 JBossアプリケーションサーバ
	6.3.1 タスク: 既存のJBossデータソース定義を コピーする
	6.3.2 タスク: 新しいデータソース定義 XMLファイルを作成する

	6.4 OracleApplication Server 10g
	6.4.1 OC4J
	6.4.2 Enterprise Edition


	7 コントロールセンタ データリポジトリの構成
	7.1 JBossアプリケーションサーバ
	7.1.1 IBM DB2データベース
	7.1.2 Informixデータベース
	7.1.3 MS SQL Serverデータベース
	7.1.4 Oracleデータベース

	7.2 WebSphereアプリケーションサーバ
	7.2.1 リポジトリテーブルの作成
	7.2.2 WebSphereの構成を更新
	7.2.3 コントロールセンタの構成を更新
	7.2.4 NXJコントロールセンタの配備/更新

	7.3 WebLogic アプリケーションサーバ
	7.3.1 リポジトリテーブルの作成
	7.3.2 WebLogic開始スクリプトの更新
	7.3.3 WebLogicの構成を更新
	7.3.4 コントロールセンタの構成を更新
	7.3.5 NXJコントロールセンタの配備/更新
	7.3.6 WebLogicアプリケーションサーバの再起動

	7.4 Oracleアプリケーションサーバ(OC4J or 10g)
	7.4.1 リポジトリテーブルの作成
	7.4.2 OAS の構成を更新
	7.4.2.1 OCJ4

	7.4.3 コントロールセンタの構成を更新
	7.4.4 NXJコントロールセンタの配備/更新
	7.4.5 Oracleアプリケーションサーバを再起動


	索引

