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コン ト ロールセンタ配備ガイド

ActiveWorkflow には、 コン ト ロールセンタの一部と して組み込まれたサーバコンポーネ
ン トが含まれます。 これらのコンポーネン トは、 個別にライセンスされる機能です。

ActiveWorkflowがライセンスされている場合には、 ActiveWorkflowサーバコンポーネ
ン トがコン ト ロールセンタに配備されます。

ActiveWorkflowの構成
いくつかのケースでは、 ActiveWorkflowサーバコンポーネン トの構成プロパテ ィ を変更
する必要があります。 Unify NXJは、 ActiveWorkflow構成ユーテ ィ リテ ィ と呼ばれるこ
れらのプロパテ ィ を設定するユーテ ィ リテ ィ を含んでいます。

ActiveWorkflow構成ユーテ ィ リテ ィの使い方については、 『ActiveWorkflow Online 
Help』 を参照して く ださい。

ActiveWorkflow構成プロパテ ィの変更後、 コン ト ロールセンタ管理ユーテ ィ リテ ィ を実
行して配備されているコン ト ロールセンタのインスタンスを更新する必要があることに

注意して く ださい。 コン ト ロールセンタ管理ユーテ ィ リテ ィの使い方については、 『管

理者ガイ ド』 を参照して く ださい。

データソース

ActiveWorkflowサーバコンポーネン トは、 1 つあるいは複数のデータベースシステムに
アクセスをして、 ビジネスプロセス管理ツール情報の一貫性を保持します。

ActiveWorkflowサーバコンポーネン トからデータベースシステムへのアクセスを行うに
は、 使用する Java アプリケーシ ョ ンサーバの構成にデータソースを作成する必要があ
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ります。 各データベースシステムに１つのデータソースが必要です。 必要に応じて、

ActiveWorkflowサーバコンポーネン トのすべての関連情報を 1 つのデータベースに保持
することも可能です。

様々な構成プロパテ ィに割り当てられている JNDI名を使用して、 ActiveWorkflowサー
バコンポーネン トはデータソースを参照します。

デフォルトでは、 データソース JNDI名の構成プロパテ ィには、 すべて "java: /
NXJCCDS" という同じ値が割り当てられます。 これらの構成プロパテ ィの実際の値は
次のような要因で決まります。 - 使用する Java アプリケーシ ョ ンサーバの JNDI名の
フォーマッ ト。 - データソースに割り当てられる実際の JNDI名。 - 各 ActiveWorkflow
サーバコンポーネン トが同じデータソースを使用するかどうか。

以下の ActiveWorkflowサーバコンポーネン トは、 データソース Process Object Service
の JNDI名を指定する構成プロパテ ィ を持っています。

Process Object Serviceは、 ActiveWorkflow システムの重要なデータソースです。 プロ
パテ ィは "ds.name" と呼ばれ、 ProcessObjectService.propertiesの構成の
page.Attachments にあります。

Attachmentsサービスは、 添付ファイルを管理します。 プロパテ ィは
"attachments.ds.name" と呼ばれ、 Portal.propertiesの構成の page.Audit Trail にありま
す。

Audit Trail システムは、 監査システムを管理します。 プロパテ ィは、 "audit.ds.name" と
呼ばれ、 AuditTrail.propertiesの構成の page.Quartz Scheduler にあります。

Quartz Scheduler システムでは、 "org.quartz.dataSource.R5DS.jndiURL" と
"org.quartz.dataSource.R5Unmanaged.jndiURL" と呼ばれる 2 つのデータソースを使用
します。 これらのプロパテ ィは、 quartz.propertiesの構成ページにあります。

使用する Java アプリケーシ ョ ンサーバに必要な JDBCデータソースを構成した場合、
各データソースの正しい JNDI名に構成プロパテ ィ を更新して く ださい。 使用する Java
アプリケーシ ョ ンサーバでの JDBC データソースの作成と正しい JNDI名を決定する方
法についての詳細は、 このドキュ メン トの後の章を参照して く ださい。

WebLogic で Oracleデータソースを使用する場合、 『管理者ガイ ド』 の 「データソース

定義」 を参照して く ださい。

JMS

JMSのサポートは、 アプリケーシ ョ ンサーバによって異なります。

使用するアプリケーシ ョ ンサーバが JMS をサポート している場合は、 以下のことを実
行します。
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1. ActiveWorkflowのアプリケーシ ョ ンサーバにおいて、 Policy Topicへの接続に使用
する JMS Connection Factory を設定します。 Connection Factoryの JNDI名は
"PolicyExecutionService.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページにあ
る 'policyExecutionConnectionFactory' プロパテ ィの値と一致している必要がありま
す。 プロパテ ィのデフォルトは、 "UILConnectionFactory" です。

2. ActiveWorkflowがメ ッセージを Publish/Subscribe するアプリケーシ ョ ンサーバに
JMS Topic を設定します。 JMS Topicの JNDI名は "topic/ BPMEvents" でなければ
なりません。

使用するアプリケーシ ョ ンサーバが JMS をサポート していない場合は、 以下のことを
実行して く ださい。

1. "PolicyExecutionService.properties" という名前の Active Workflow構成ページで
'use.session.bean' プロパテ ィの値を "true" に設定します。

2. BPMServer.ear内にある BPMEJB.jar ファイルで、 "META-INF/ejb-jar.xml" を編集
して 'PolicyExecutionMessageBean' のデプロイ メン トディスク リプタをコ メン ト
アウト し、 'PolicyExecutionServer' セッシ ョ ンビーンのデプロイ メン トディスク リ
プタのコ メン ト を外します。

JAAS

ActiveWorkflowは、 JAAS認証モジュールを使用して認証メカニズムを公開していま
す。 ActiveWorkflowは、 い くつかのログインモジュールをバンドルしています。 一部の
アプリケーシ ョ ンサーバでは、 設定時にセキュリテ ィ ド メ インをログインモジュールに

組み込むことができます。 また、 ActiveWorkflowは必要に応じてそれらのログインモ
ジュールを内部的に活用できます。

ActiveWorkflow にそのログインモジュールを自動的に使用したい場合は、 以下のことを
実行して く ださい。

1. "AuthenticationService.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページで 
'module.is.external' プロパテ ィの値を "false" に設定します。 このプロパテ ィのデ
フォルトの値は "false" です。

2. 特定のアプリケーシ ョ ンサーバでは、 更にい くつかの作業を行う必要があるかもし
れません。 詳細については、 『管理者ガイ ド』 の 「データソース定義」 を参照して
く ださい。

ActiveWorkflowのログインモジュールをアプリケーシ ョ ンサーバの機能を使用して手動
で設定する場合には、 以下のことを実行して く ださい。

1. 作成したいセキュリテ ィ ド メ インの名前を選択します。 1 つあるいは複数の使用し
たいログインモジュールにその名前をバインド します （ActiveWorkflowは、
com.unify.nxj.bpm.engine.services.authentication.CVSLoginModule を含むい くつか
のログインモジュールを提供しています）。

2. "AuthenticationService.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページで、 
'module.is.external' プロパテ ィの値を "true" に設定します。 このプロパテ ィのデ
フォルトの値は "false" です。
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3. "AuthenticationService.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページで、 
'login.module' プロパテ ィに先に選択したセキュリテ ィ ド メ イン名を設定します。

Log4J

ActiveWorkflowは Log4J を使用してログファイルを書き出します。 ActiveWorkflowが
使用する Log4J設定は、 "log4j.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページに
あります。 このページで、 ActiveWorkflow ログファイルへのパスを指定します。 パス
は、 一般的にアプリケーシ ョ ンサーバの作業ディ レク ト リ との相対パスで、 必要に応じ

て変更することができます。

ほとんどの配備では、 Log4J クラスは NXJ指定のクラスローダーでロード して、
log4j.properties を使用して初期化します。 そのような環境で、 ActiveWorkflowのログ
機能は動作します。 しかしながら、 その他のアプリケーシ ョ ンあるいはアプリケーシ ョ

ンサーバ自身が同じ く Log4J を使用していて、 また NXJが Log4J クラスをロードする
前に他の Log4Jがロード されており、 その他の Log4J クラスが NXJ専用のクラスロー
ダーよりも階層的に上位にロード されている場合、 ActiveWorkflowは既に初期化されて
いる Log4J システムを使用します。 この場合、 その Log4J システムの構成を変更して、
Log4J システムが期待通りに ActiveWorkflow ログファイルを扱うようにしなければな
りません。 例えば、 "log4j.properties" という名前の ActiveWorkflow構成ページからその
他の Log4J システムの構成ファイルにマージすることができます。

JBoss アプリケーシ ョ ンサーバは、 Log4Jの XML構成ファイルを使用します。 NXJ リ
リースでは、 jboss/server/default/conf ディ レク ト リにある log4j.xml ファイルは、
ActiveWorkflowのログ機能を設定するために変更されています。

アプリケーシ ョ ンサーバ

アプリケーシ ョ ンサーバの設定に関する情報は、 『管理者ガイ ド』 の 「データソース定

義」 のセクシ ョ ンを参照して く ださい。

データベース

データ リポジ ト リのために使用されるデータベースの設定に関する情報は、 『管理者ガ

イ ド』 の 「コン ト ロールセンタデータ リポジ ト リの構成」 を参照して く ださい。
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